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白神山地は、秋田県と青森県にまたがる約 13 万 ha に及ぶ広大な山地帯の総称です。うち原生的なブナ林で占められている
区域 16,971ha が平成５年 12 月に世界自然遺産に登録されました。白神山地の特徴は、人為の影響をほとんど受けていない源
流域が集中し、分断されないまま原生的なブナ天然林が世界最大級でほぼ純林として分布していることにあります。また、こ
のブナ天然林には、ブナ、サワグルミ、ミズナラ等の落葉広葉樹が分布し、白神山地全体が森林の博物館的環境を呈しています。
白神山地の【岳岱自然観察教育林】は、世界自然遺産地域外であるが、コケむした岩塊とブナに覆われた約 12ha のブナ原生
林の中は、1.8km の歩道が整備されており、世界自然遺産に登録された白神山地（コア部は立入り禁止）の重厚な趣を体験で
（写真提供：東北森林管理局藤里森林センター）
きる数少ない自然観察林です。
（文は「藤里だより」参照）

佐藤 四郎

㈳日本造園建設業協会

会長

というものがあれば、間違いなく“環境”が

年頭にあたって

新年明けましておめでとうございます。

第１位であったと思います。

実際にノーベル平和賞も環境問題を訴えた

本年もこうしてみなさまと新年を迎えられ

たことを大変うれしく思います。

アル・ゴア氏の“不都合な真実”が評価さ

たこの賞が、これから行われる取り組みに寄

本年の干支は子（鼠）であります。

与することで受賞したのは、環境問題が世界

れ、これまで実績にのみしか授与されなかっ

また衛生害獣の代表とされるなど、どちらか

ことわざの〝窮鼠猫を噛む〟
〝袋の鼠”等、

と言うとマイナスイメージが強い動物です

２００４年に樹木を植え続けたことにより

の常識であると言うことの証明であると思い

ノーベル平和賞を受賞したワンガリ・マータ

が、一部地域では大黒天の神使とされ、五穀

ディズニーが飼っていたネズミをモデルと

ます。

し、１９２８年に初めて登場したミッキーマ

イさんと共に我々造園業界にとってはフォ

豊穣に不可欠な生き物とされたり、ウォルト

ウスなどその愛くるしい姿と動きから、物語

ローウインドのニュースであります。

VISION 」に沿った施策を進めるため、

私 も 当 協 会 の 会 長 ２ 年 目 の 年 と し て、

やアニメのキャラクターとして取り上げられ

る人間生活に馴染み深い生き物であります。

「

一昨年に続き会員の皆様の協力を得「全国造

さて、昨年１月のテレビ情報番組の不祥事

や不二家の偽装から始まり、ガス湯沸かし器

月のように企業や政治、また個人においての

月には老舗偽装や守屋前次官事件などほぼ毎

経費の抜本的な見直しを進めており、本年も

便をおかけしますが、本部事務所の移転など

がりを推し進める一方、皆様には何かとご不

業は市民と仲間となる」という造園業界の広

ている新春座談会のテーマである「造園建設

園フェスティバル」を行い、後で記事になっ

NOVA

不祥事や偽装があり、ニュース番組でどれほ

まさに“昨年の漢字”第１位の“偽”を象

を活動指針のコアとし、会員の皆様と共に良

いた“ストロングウィル”＝“強いやる気”

昨年も私の好きな言葉として話をさせて頂

徴した年であり、一昨年の“命”や２年前の

“鼠年”は十二支が一巡し、一番最初の干

い一年を送りたいと考えております。

ほど頻繁であり、日本国内のみならず世界の

ニュースや新聞紙面上で目にしない日は無い

う。

に立ち返り素晴らしい一年を過ごしましょ

会員一同健康には十二分注意を払い、初心

支であります。

大きなニュースであり、
“昨年の世界の文字”

一方、我々産業界に関連する環境問題は

た年であったように感じます。

“愛”と比較して明るいニュースが少なかっ

しょうか。

より一層の努力を行っていく所存であります。

問題やミートホープ事件、赤福偽装事件、

事故、朝青龍事件、阿部首相辞任、

の事故、遊園地コースター事故、渋谷スパの
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どの人が頭を下げている姿を目にしたことで

11

2008 年

謹賀新年

（だけだいしぜんかんさつきょういくりん）
白神山地のブナ林【岳岱自然観察教育林】

も、私たち造園の活躍の場

ら「全国造園フェスティ

持って取り組める時代にな

理運営に自らの創意工夫を

と管理に、運営を加え、管

導入され、これまでの整備

また、指定管理者制度が

始めたところです。

理解していただく活動を

て、造園や造園建設業を

な知恵を示すことによっ

バル」を開催し、造園的

ことが必要だと思っていま

であると思っています。

すが、その分野は、地球温

座談会にあたって

五十嵐 「環境の世紀」
「緑

園技術を継承、発展、駆使

脈々とその体系化された造

造や観光対策、さらには、 もつながっており、私たち

施行による良好な景観の創

策にはじまって、景観法の

において、
『作庭記』以来、 暖化やヒートアイランド対

様と触れ合う機会の増大に

領域の広がりは、市民の皆

りました。このような活動

する 世紀の主役として

とが特色で、環境を重視

性を持った産業であるこ

の技術をベースにした感

造園建設業は、生きも

の世紀」といわれる 世紀

し、庭園だけではなく、都

が来たと思ったものの、実

その本領を発揮すべき時代

る造園建設業が、いよいよ

を担ってきたとの自負のあ

として、あらゆる緑の創出

市公園、都市緑化をはじめ

ねばならない領域は確実に

対応など、造園が取り組ま

全・安心なまちづくりへの

高齢化なども踏まえた安

があり、防災や防犯、少子

題である生物多様性の問題

温暖化と同様に世界的な課

た時もあったのかもしれま

集団であることをよしとし

作る技術を持つ孤高の技術

か、世界に誇る日本庭園を

黙々と働く職人気質という

きました。

連携が図れないかと考えて

はもっと、市民の方々との

とともに活動する実体験

市民の方々と接し、市民

日の座談会は、日頃から

こうしたことから、本

を得て、ご支援いただけ

めに、市民の方々の理解

活躍できる産業となるた

あり、ガーデニングなどの

どの特殊緑化技術も造園で

具体的に言うと、屋上な

を理解してもらうのが近年

せんが、多くの方々に造園

話、お知恵をいただけれ

が豊富な先生方からお

います。

旧来、
私たちのどこかに、 る業になりたいと思って

際には、公園・緑化予算の
広がっています。

こうしたことから、積極

06

下平尾 文子 氏（札幌市で都市公園業務等に従事、前札幌市中央区長）

中 道 光 子 氏（グリーンアドバイザー東京事業委員長）

祐 乗 坊 進 氏（環境デザイナー・環境カウンセラー・ゆう環境デザイン計画代表）

鈴 木 誠 司 氏（日造協 ･ 総務委員、㈱日比谷アメニス）

五 十 嵐 誠 氏 < 司会 >（日造協 ･ 副会長兼専務理事）

せん。

ました。

ばと、お集まりいただき

年か

の課題となっています。
こ う し た 中 で、

個人のお庭、さらに、里山

の役割を果たし切れていま

縮減などもあり、十分にそ

21

の保全・活用などについて

座談会出席者

五十嵐 先生方からお話を
お聞きする前に、近年の社
会情勢を踏まえて、日造協

日造協の「ビジョン 」と「アクションプログラム」に示された目標と課題

き、それぞれの特性も認識

しており、造園は、植物、

自然を扱う技術を持ってい

る技術者の集団であり、専

門的な業だと思っていま

私の最後の仕事となった

す。

区長は、事務職ですので、

技術職として、緑化や自然

保護に直接かかわることは

なくなりましたが、逆に、

今回のお話のテーマになっ

ている市民の方々にどう理

解いただき、協力していく

かということが仕事になり

ました。

そんな経験から、造園業

を市民の方々がどうみてい

を 凝 ら し、 全 国 １ ４ ５ 会

かをお聞きしたいと思いま

感覚はどのようなものなの

いう言葉に対する、市民の

園業」
、 ま た、
「 造 園 」と

こうした中、私たち「造

方々は、驚くことに、戦後

ただ、北海道の造園業の

いと思います。

も、何となくしかわからな

土木と造園の違いなど

し、知らないと思います。

まったく意識していない

くは、造園を理解しておら

名称に変わるなど、
「造園」 るのかというと、市民の多

緑というコンテンツは、市

場 で 開 催 さ れ、 Ｎ Ｈ Ｋ の

す。市民と直接接し、お仕

という言葉が一部失われて

民の方々が接しやすいもの

ニュースなどでも各地の活

事で造園業とも接してこら

ず、それ以前に造園自体を

また、指定管理者制度が

であると考えています。「造

協会が理解を求めている

動が取り上げられました。

きている面もあります。

でき、都市公園等も制度の

園建設業」というと「建設

の対応といえます。

対象となり、日造協の会員

「ビジョン 」と「全国造園フェスティバル」
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造園フェスティバル」を計

います。このため、
「 全国

くことが重要課題になって

ＮＰＯの方々と連携してい

いかと思っています。

が身近に感じるものではな

実際の仕事は、市民の方々

題の達成は簡単ではありま

よく知ってもらうという課

いイメージがありますが、 造園について、市民により

下平尾 三十数年間市役所

か。

れた下平尾さんいかがです

と、昭和 年に、大通公園

で市民の心を癒せないか

荒廃した街を、なんとか花

） も日々の運営に務め、
市民、 業」の一業種で近寄りがた

の将来を見据え策定した
「

VISION 」（ビジョン

や 年に初開催した「全国
造園フェスティバル」につ
いて、あらかじめ資料とし
てお送りしましたが、鈴木
さんや関根さんからご紹介
をさせていただきたいと思

年に、 世紀は緑

います。

ことで、日造協の羅針盤と
なる「ビジョン 」を作成
しました。
ポイントは５つの目標と
７つの重要課題になってい

ピールしています。

指していることなどを、ア

市民とともにある産業を目

スティバル」が企画されま

のとして、
「全国造園フェ

広報活動などに対応するも

ていただくことから始めた

るということをまず、知っ

があり、そこで働く人がい

日造協のイメージアップ、 ということ、そういう業界

画し、
造園のＰＲとともに、 関根 ７つの課題の中で、 「造園」という言葉がある

れた業界であることを重々

た め、 造 園 業 界 の 方 々 は

の緑化関係に携わってきた

園をはじめ、自然保護など

せんが、継続は力なりで、 に勤め、二十数年間は、公

た会社の名前が入っていま

する公共事業を担ってこら 「○○庭園」など、提供し

パートナーであり、緑に関

す。まちの風物詩として現

れた花壇には、
「○○造園」

そうやって公園につくら

た。

ンティアで始められまし

を花で飾る取り組みをボラ

造園の意味、造園の仕事

については、我々の業界だ

日造協のさまざまな課題

いと思っています。

在も続き、市民の方々が楽

けで進めていけるものとそ

した。

承知しています。そうした

しむだけでなく、観光に来

をわかってもらう、体感し

学 科 や 学 部 が、 時 代 を 背

まで「造園」を冠していた

が、高校や大学などでこれ

という言葉を使っています

ともお仕事をさせていただ

また、土木や建築の方々

ます。

いるイメージは違うと思い

提供企業をみて、こういう

こうした機会に、花壇の

ます。

られた方々にも喜ばれてい

我 々 は「 日 本 造

五十嵐

とは造園業について持って

園建設業協会」と、
「造園」 意味で、一般の市民の方々
うでないものがあります

年」という節目の年に初開

景として、
「環境」などの

年の「都市公園法施行 周

催し、２回目の 年は、会

が、参画社会への対応は、 てもらうことを主眼に、
それこそ市民の方々との連

市民参加はさまざまな場

ますが、大きく捉えると、 携が不可欠です。
環境の世紀への対応、国際

27
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の世紀、環境の世紀という

鈴木

21

21
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的に、時代の流れにあった

座談会

仕事の領域を拡大していく
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面で進んでいますが、花や
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員の皆さんがそれぞれ工夫
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武 氏（日造協・事業委員、内山緑地建設㈱）
関 根
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える場として素晴らしいと

屋さんと市民が直接ふれあ

屋さんと接している人はほ

多く、日頃から造園、植木

なっているでしょうか。

市民の求めているものに

さんあると思いましたが、

き、改めていくことがたく

任せているというところ

は、樹木と花のバランスを

私たちの花を扱う仲間

の方々が入って協働できる

すが、そこに私たちや市民

関係が生じる場合もありま

と、出す側と受ける側に力

会などでテーマとして取り

ンにも掲げ、こうした座談

なかったからこそ、ビジョ

ませんが、逆に今まででき

鈴木 反省だらけかもしれ

ですか。

鈴木さん、関根さんいかが

とんどいないのだと思いま

は、地域それぞれの特色が

と、私たちも勉強になりま

お仕事として請け負う

思います。それも展示内容

す。

ざまな仕事をやられている

とても大事にして、花壇な

すし、市民感覚も取り入れ

上げ、フェスティバルなど

市民の〝造園〟に対するイメージ

を各地域の会員の自主性に

を人々に知っていただく、 わけですが、特に公園整備

発揮でき、とてもユニーク

どをつくったりしています

た愛着を持ってもらえる素

会社もあるんだということ

など、社会基盤をつくる公

が、なかなか樹木のことと

ですから、わからないこ

と素晴らしいと思っていま

うした協働が広がっていく

いうことが中心になってい

ものをその通りにつくると

いままでは、設計された

そんないい機会になってい

だと思います。

なると詳しいことはわから

とがあると、造園の方々に

たとも言えます。それが指

共事業といったハードな

せっかく「花と緑」とい

ＰＲ、インフォメーション

す。

定管理者や提案型など、市

るのではないかと思ってい

う市民に受け入れやすい

のあり方を考える必要があ

ることも多く、造園技術・ 五 十 嵐 造 園 建 設 業 の イ

どうしたらいいの？と尋ね

メージについてお話いただ

ものづくりを行っている

で実践し始めたところなの

ると思います。

知識の重要性を痛感してい

印象が強く、
「花と緑」と

敵な花壇づくりにも役立つ

五十嵐 市民と花のお話も

ます。しかし、なかなか一

ます。

ず、一番悩むのが樹木の剪

出てきたところで中道さん

祐乗坊 私も造園家ですの

テーマを掲げたわけですか

だと思います。

いかがですか。

いったソフトなイメージを

のではないでしょうか。そ

貢献するなら…とか、景観

で、市民の立場ということ

定です。

を美しくするためにあなた

前面に出されたのをみて、

事」は、造園を知るものか

にはなりませんが、造園と

もちろん造園の領域です
ら見れば、とても分かりや

ちょっと戸惑いを感じた訳

し、社会のニーズに応えて

るのを見て、上手い表現で

しい日本を」と書かれてい

ンフレットに「花と緑で美

造園フェスティバル」のパ

ですから、頂いた「全国

設業のイメージのギャップ

これまでのハードな造園建

フトなキャッチフレーズと

くるものですから、このソ

る「造園」の世界を伝える

て、私たちが取り組んでい

合、内容が少し専門的すぎ

すが、市民の方々がみた場

すくまとめられているので

をもっと身近に感じてもら

はないでしょうか。花と緑

と理解されやすくなるので

一人の生活との接点がもっ

口で作られれば、市民一人

ができること…などの切り

木屋さんね」と応えると思

る人に造園と聞いたら「植

ていますが、普段接してい

民の方々に近い存在と思っ

し、この席の中で一番、市

中道 日頃から花と緑に接

す。

は難しいことだと思いま

お仕事を理解してもらうの

少ない都市の人に、造園の

般市民の方、庭を持つ人が

し か し、
「 花 と 緑 」 は、

はないかも知れませんが、 を埋めていくことが、今後

にはもう少し工夫が必要だ

パ ン フ レ ッ ト「 造 園 の 仕

示されているキーワードの

例えば、パンフレットに

園屋さんが頼りになるので

力しようといった時に、造

しい庭を造ろう、保全に協

チャンスがない場合は、造

など、ご自身で家を建てる

都心のマンション暮らし

コーナーを担当し、剪定な

いろいろなイベントで相談

心ごとは、
樹木の剪定です。

レットが、私たちは素晴ら

し ま い そ う で す。 パ ン フ

されてますね」で終わって

は難しく、
「いいお仕事を

生活との接点を見つけるの

そのことと自分たちの日常

るのか、と市民の方々に造

木屋さんはそこまで考えて

添えてあげれば、近頃の植

きるなどのデータも一緒に

れだけ周囲の温度を低減で

て、こんな庭をつくるとこ

選び方、管理の仕方、そし

す。しかし、
市民の方々は、 いて、その考え方、樹木の

対策のための庭づくりにつ

例えばヒートアイランド

も、作っていただいた後、 る花壇に物足りなさ、硬さ

いすることはあるけれど

さん、造園業の方々にお願

スがあったときに、植木屋

また、家を建てるチャン

しょうか。

増えているのではないで

した庭を持たない人の方が

もそうですが、都心のそう

言ってもいいでしょう。私

わる機会はまったくないと

園、植木屋さんと直接かか

うか。

心が高いのではないでしょ

民、素人が多いだけに、関

す。何となく切っている市

ぐに大勢の人が集まりま

どの説明をはじめると、す

て、こういう風に切る…な

お願いし、枝だけを用意し

バーの造園家の方に対応を

ど樹木の質問の際は、メン

るという方は少なく、木が

注者の仕様になっているの

さんにもいろいろあり、発

を感じたりします。造園屋

業がいることは理解できま

大きくなったら、何となく

かもしれませんが、公園の

はないでしょうか。

しい仕事をしています、と

園屋の仕事の領域や専門性

定期的に手入れをお願いす

う仕事をされている会員企

いう切り口で製作されてい

を強くアピールできるので

そういう意味では、日造

こんなものだろうと、自分

場合、本当の発注者である

たが地球温暖化防止に役立

身近な生き物たちの保全に

はないかと思います。

つ庭をつくるなら…とか、 協が始められた「全国造園

でハサミを入れている人が

視点を変えて、もしあな

フェスティバル」は、造園

逆に、造園屋さんのつく

るからだと思います。

多様性」の紹介も、そうい

「地球温暖化」や「生物の

に関して言えば、一番の関

ただ、お庭をお持ちの方

の課題だろうと思います。

男の子がスカートをはいた

います。
また、皆さんが製作され

えれば、そういう環境に優

さん」といわれる土木建設

です。

業のイメージが強いのでは

いく上で当然必要となって

建設業となると、
「土建屋

ないかと思います。

いう用語はともかく、造園

ら、市民に印象付けられる

下平尾 文子 氏
ろうと感じました。

と い う の は、 造 園 業 の

ような感じを受けました。

た「ビジョン 」や協会の

方々は、官民を問わずさま

「全国造園フェスティバル２００７」のひとこま

座談会のもよう
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ニーズ対応から先取りの時代に
ていたという程度ではな

なく、必要に迫られて行っ

すく説明することはあまり

業者から積極的にわかりや

関根 いままで市民の方に

応ができるかどうかが大切

なく、ニーズを見越した対

ニーズに対応するだけでは

民のニーズを私たちが直接

は分かりやすいですが、実

木屋さんの方が市民感覚で

祐乗坊 造園建設業より植

いては…。

五十嵐 造園建設業という

す。

力していきたいと思いま

ずつでも伝えられるよう努

重要になり、
これから先は、 概念を市民の方々に、少し

反映、提案していくことが

際の造園建設業は、市民が

を聞いていて思いました。 「建設業」という言葉につ

になってくるのだと、お話

イメージする植木屋さんよ

ます。このためにも造園の

進められていくのだと思い

識を持った市民が、初心者

市民の方々よりちょっと知

いことなのですが、一般の

前向きな取り組みは喜ばし

められています。こうした

ティアリーダーの養成も進

る中で、緑に関するボラン

まな取り組みが進められ

全国で緑に関するさまざ

なかありません。

にみる機会というのはなか

園屋さんのプロの仕事を直

い体験活動になります。造

声を上げて感心し、大変良

ではなく、市民にできるこ

ランティアでという分け方

者に発注し、ここは市民ボ

えるのです。この場所は業

と話をすれば理解してもら

と言ってくれます。きちん

話をすると、どうぞどうぞ

す。でも、業者の方に直接

だといわれることがありま

者に発注しているからダメ

てくれというと、そこは業

雑木林の管理作業をやらせ

五十嵐 剪定などを市民に

わせて必要でしょう。

た例だと思います。著名な

スキルを上手くアピールし

かってもらえるはず、逆を

言えば、宣伝、広報などの

必要性を強く感じていませ

んでしたが、そういうこと

は言っていられなくなりま

した。

例 え ば、 財 政 が 厳 し く

なったといってもなかなか

伝わりません。もちろん数

字もオープンになっていま

すし、広報に載せてもいま

すが、それだけではダメな

のです。

に教えていく手法が多く、 と、専門家に任せることと

いうお話がありましたが、 とで、世の中に知ってもら

教え、裾野を広げていくと

方に資格を持ってもらうこ

のではなく、
「札幌市のお

財政難だと細かく説明する

情報をどう発信するか、

いうスキル、技術で分ける

また、行政も私たちが、

くることになるのです。

かったかと思います。
率直に言って、これだと緑

財布」という冊子にして、

やっているわけで、そうし

し か し、 こ の ２、３ 年、 り、はるかに幅広い仕事を

国からの助成は、親からの

市民の方々と接する機会が

う。こういう方法も有効な

仕送りというように、市民

こうしたことへの抵抗など

ＰＲ方法だと思います。そ

の方々が身近にわかるよう

などのプロとアマチュアの

ういう点でも、市民の方々

市民感覚やわかりやすい言

役所も変化し、そういう

た。

に身近に知っていただく努

を育てていく上で技術的な

植木屋でも土木屋でもない造園工事業
市民にＰＲしていくことが

専門知識・技術 本当のプロの活躍を

年、ボランティアで炭焼き

ことだと思います。

切な評価にも繋がっていく

識別は、技術、専門性の適

これまで市民の方々との接

はありますか。

般の方にも知られている資

鈴木 まず、
我々の業界は、 下平尾 「樹木医」は、一

ていただけるものをやって

草など、市民にお手伝いし

また、先ほどの話で、除

私は多摩地域で二十数

必要なんだと思います。

にまとめ、理解を求めまし

た部分については、もっと

ていく中で、ようやく皆さ
んがいわれた市民感覚がわ
かってきたところで、市民
の視点から考える必要性を
感じていたところです。
造園、造園技術というも

体験活動を子どもたちとし

参加においても、やはり指

格だと思います。樹木のお

いただくことは、市民参加

葉、表現を使うことが大事

り上げていただくかなども

ていますが、タイミングが

点が極めて少なかったと思

医者さんというような簡単

アではなく、一応仕事とし

造園屋さんはボランティ

てしまいます。こういう取

も気がつかないままになっ

と、どこかで問題があって

の剪定などの指導に造園屋

た、市民が興味を持つ庭木

中道さんの話にありまし

の方々も受験できるもので

会員内外の区別なく、一般

栽基盤診断士」はいずれも

「植
きるものではありません。 いる「街路樹剪定士」

うか。

よかったのではないでしょ

に理解でき、ネーミングも

厳しくなった行政におい

の面からも、また、財政の

だと思います。

考えていますが、ガーデニ

合うときには公園の管理を

造園屋が持っている技術

います。日造協が実施して

す。

ングなどのように、絵的に

導はきちんとしたスキルを

や知識は、早々に真似ので

問題があります。

美しく伝えることも難し

している造園屋さんにも協

持った人がその中にいない

て参加してもらい、その作

り組みは、造園屋さんが専

がお手伝いしていく話は、 すし、正しい知識や技術を

ボランティアなど、市民

く、いろいろなことをやっ

力してもらっています。

将来、造園の概念が市民

業を子どもたちが見るわけ

門家として活躍できる場だ

ゆさを感じています。

に普及し、やがて大きな波

です。造園屋さんにとって

くことを期待したいです。 は、本来、淡々と仕事をす

と思います。

すい例ではないでしょう

とても示唆のあるわかりや

というものです。今後、こ

広く世の中に広めていこう

務を発注したり、受注する

方には覚えられないし、業

診断士は、なかなか一般の

街路樹剪定士や植栽基盤

て、財政が厳しく適切な管

中道 公園等の管理につい

す。

用する上で大切だと思いま

点でも、予算を効率的に活

こうした話をすると、市

際の技術力を示すものでも

ればいいところを、子ども

れらの資格自体をもっと世

現実にアメリカのボストン

か。

民に自分たちの仕事をとら

理ができないと聞くことも

祐乗坊 「 野菜ソムリエ 」

ら、せっかくの財産を生か

たちに木の切り方などの説

あり、出発点が違っている

イナスではなく、プラスに

要性が取り上げられていま

していないと言え、これも

では、市民の熱い要望によ

の中に知ってもらう施策を
して申し訳ないのですが、 が奪われるなどと言う人も

という資格がテレビなどで

また問題で、公共財として

専門知識を市民に広げる

ありますが、適切な管理が
でも造園屋さんも、良いこ

取り上げられていますが、 すが、実は、役所も宣伝べ

活用されなければならない

子どもたちは、普段見る

術力を高めていくことも合

ことは、専門家にとってマ
地上部に市民が憩えるオー

転化することだと思いま

たで、きちんと仕事をして

れてしまうとか、ノウハウ

できていない公園があるな
プンスペースを創出したと

とだね、
と喜んでくれます。 専 門 家 の 存 在 を 知 る こ と

す。造園屋がもっとプロ意

この資格は民間の一企業が

いれば、市民の皆さんにわ

使った作業などを見ると、 屋の仕事がはっきり見えて

いますが、そうではなくて
聞いております。

で、スキルの違いが明確に

行っている認定で、一つの
こうして美しい街づくりが

で、
行政も動くことができ、 ことのないチェーンソーを

市民の声があがること

なり、専門家としての造園

識を高め、それに見合う技

り、
高速道路を地下に通し、 明や実演をしてもらったり

検討しています。

インフォメーションの重

といえるかもしれません。

て、緑をきちんと管理する

となり、社会を動かしてい

伝えられないところに歯が

ていますがなかなか上手く

のをどうマスメディアに取

力と工夫が大事だと思いま

増え、そうした仕事が増え

中 道 光 子 氏
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に協力させていただいてい ことも可能になっています

在私たちは応募企業の一つ みを私たちが積極的に行う

て行う企業等を募集し、現 導入され、そうした取り組

管理までの費用負担を含め 五十嵐 指定管理者制度が

花壇の一部をデザインから ます。

東京都は日比谷公園で、 いろなことができると思い

れのいい面を出して、いろ

であり、造園業が公園の指

本来の目的にかなったこと

意識を高める面でも、公園

は、公園にとっても、緑化

携した施設管理の実施など

市民やＮＰＯ団体などと連

たり、専門家の指導による

が、イベントの目玉になっ

である植物の維持管理自体

ロック塀を見直しません

球温暖化防止のためにブ

ませんか」ではなく、
「地

「ブロック塀を生垣にし

せん。

はなかなか仕事に繋がりま

すよ、と言ったＰＲだけで

全 安
･ 心で景観にも良いで

単に、助成制度があり、安

てみませんか！ と言うよ

て、だから皆さん生垣にし

ん、 と 組 み 立 て 方 を 変 え

い景観づくりに欠かせませ

街の大切な自然になり美し

ことで、景観的にも潤いや

ながり、さらに街に広がる

成制度を設けていますが、 の効果が得られ、生垣がつ

に、どうかかわれるのかを

市民のライフスタイル

課題の一つだと思います。

取り組んでいくべき大切な

う！ あなたの家の塀は、 らも、これからも積極的に

季節感があって素敵でしょ

具体的に考えることが必要

割を担っているという点か

造協としても、公益的な役

ルは、行政だけではなく日

こうした市民へのアピー

が入口で「おっ、いいねぇ

話もありましたが、来場者

造園の「感性」というお

ずです。

もっと良いものができるは

の で あ れ ば、 工 夫 次 第 で

ません。同じお金を掛ける

残念ながら美しいとは言え

では花や緑はあるけれど、

ピールもありません。これ

と思います。

が、 実 際 に 指 定 管 理 者 に

定管理を担う意義にもつな

として、費用や労力を捻出 り、草花を植える際に、植

環境や緑に関する社会貢献 う際に、剪定講習をやった

られる方法だと思います。 する公園で、剪定などを行

も指定管理者でも取り入れ 関根 確かに私たちが管理

を得る方法などは、行政で さんいかがですか。

直面する課題と言えそうで

かり合えるかが、これから

会が増えており、いかに分

五十嵐 市民と連携する機

がると思います。

び付けて、制度そのものの

にやさしい生き方などと結

んか」とか、ロハスや自然

棲家、通り道をつくりませ

か」
、
「 身近な生きものの

と組み替えることで、今の

ている技術や知識をちょっ

私は、造園屋さんが持っ

す。

アピールが必要だと思いま

うな、市民に伝わりやすい

わりやすいと思います。

で上映するなどすると、伝

え、こうした内容をビデオ

バルでもパネル展示に加

だと思います。フェスティ

の世界のＰＲにも繋がるの

ロの技量とセンスで、造園

れが、お客さんを迎えるプ

のものが欲しいですね。そ

～」と引き込まれるくらい

ます。
公園の一部に企業の参画 なっている関根さん、鈴木

してくださる企業のお力を 栽体験などを行うことは可

紹介ではなく、環境に優し

時代にあったインフォメー

と、Ｂ

Ｃになり、これ
to

で、フェスティバルも造園

五十嵐 おっしゃるとおり

です。

すね。

いライフスタイルという生

ビジネスモデルでいう

借りることで、行政の経費 能です。そういったことで
祐乗坊 プロにわかっても

ならではのものを出さない

と、それこそ町内のお祭や

まで日造協の会員の方々が

おうとしていますが、実施

ために造園の知恵を出し合

くなってしまいます。その

企業や市民の協力でこそ可能に
Ｂと
to

することに精一杯で、そこ

イベント屋さんと変わらな

は異なるアプローチが必要

までいっていないのが現状

効率的な
管理運営

を軽減しながら、公園をこ 輪を広げていくことができ
れまでよりも快適にするこ ると思います。

までの委託管理とはまった

とが、企業や市民の協力で 鈴木 指定管理者は、これ
可能になると思います。
公園で活動していると、 く違う仕事ともいえ、運営

で、造園分野に他業種が攻

そこを通る人たちが、声を

めてくるのと同様に、造園

今こんなことをしてるんで
すと話すことで、花壇や公
園への理解が深まります。 だけを考えると、来場者を

隣接し合う新たな領域に展

先ほど、札幌で昭和 年か

主に行っていたＢ

ションができると思ってい

かもしれません。しかし、

かけてくれるようになり、

活者市民の視点で参加、協

もこれまで見過ごしていた

市民が参加したくなるＰＲが重要
らえて、市民にわかっても

ます。
日造協のビジョンに対す

力したくなるＰＲも大切で
す。

全国に大きな公園から小 増やすための施策を考案、 らえていないということは
さな公園までさまざまなた 実施するイベント屋さん、 多々あります。ブロック塀

シ ョ ン で は な く、 市 民 が

ちでするのではなく、造園

いるように、何でも自分た

きに、花には花の専門家が

努 力、 熱 意 が 大 切 だ と 思

下平尾 まずは、皆さんの

か。

ん。下平尾さんいかがです

うに頑張らないといけませ

し続けてきたお話があるよ

ら、造園企業が花壇を提供
開していくことが求められ

やってみようと思うアク

だからこその部分を明確に

い ま す。 札 幌 の 大 通 公 園

るアクションプログラムも

の倒壊防止といった安全・ どういうことなのか。生垣

ションプログラムを市民の

分かりやすく打ち出すこと

の花壇は、花壇推進組合と

ありますが、日造協のアク

は、都市の中では昆虫や小

視点から提案してみてはど

が、将来につながっていく

いう花壇のための団体が取

自分の家のブロック塀を

動物が身を隠したり移動し

うでしょう。

のではないでしょうか。

り組んでいます。人が多く

生垣に変えるということは

たりできる緑の回廊として

ドイツは、そうした提案

一つ辛口なことを申し上

集まる場所がいいとか、逆

から生垣へのつくり替えな

も役に立つわけで、そうい

が非常に上手いと思いま

げ る と、 全 国 造 園 フ ェ ス

にそういうところは遠慮し

ども、地震でのブロック塀

の樹木の剪定や管理作業の 仕 事 と い う こ と に な り ま

安心面、景観を改善すると

う生きものが生息できる緑

す。ドイツ各地で開催され

ティバルは会期が短く予算

たいとかいろいろな考えが

くさんの公園があると思い 施設の維持管理だけを考え

際に、お仕事でやられてい す。

いうことから各自治体が助

があることが、住まいの環

る環境イベントで、政府や

にも制約があるのでしょう

あるようで、業者さん同士

ますが、こうした公園など るとマネジメント屋さんの

に活動したり、触れ合う場

境を改善し、結果として生

地方公共団体等のそうした

が、でも会場入口の写真を

ていると思います。そのと

を 設 け る こ と で、 市 民 の

物の多様性にもつながって

市民の視点から緑化や自然

見ると、どこにでもあるプ

でそういうものを調整し

術・知識、労力をコーディ

が持っている、経済力、技

いうのではなく、それぞれ

だから、業者は関係ないと

か、市民ボランティアの場

業者に出しているからと

ると思います。

る方が、市民の方々と一緒

方々が今まで以上に公園へ

いきます。

るようなパンフレットがい

ランド現象への対応でも、 保全などに取り組みたくな

ランターにフツーの花を植

て、やってこられたようで

しかし、造園の得意分野

の愛着を感じることができ

あなたの家のブロック塀を

ろいろ用意され、配布され

えただけのもので、何のア

地球温暖化やヒートアイ

生垣にすると、ＣＯ２の吸

ています。
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へのさまざまな期待とその対応

長く継続してきたことによ

す。札幌の顔・大通公園で

の子どもたちは自然に触れ

なってしまったとか、最近

ど、 車 を 止 め る の で な く

かったり、庭はあったけれ

そういう場所がまったくな

います。マンションなどで

ます。現在、公園はどんど

りを享受できると考えてい

ることで市民が豊かなみど

いくかが課題です。そうす

をいかにネットワークして

下平尾 いろいろなみどり

でしょうか。

い、児童の登下校について

に、地域に目を向けてもら

こ と も あ り、 市 民 の 方 々

被害にあう事件が相次いだ

に、全国的に子どもたちが

ちょうど私が区長の頃

うです。

犯罪なども起こりにくいよ

やっていくというところが

ま さ に、 市 民 と と も に

必要なのです。

には、世論の後押しが絶対

私たちのやっている仕事

しなければなりません。

うかをアピールすることを

業が社会貢献しているかど

かに、これからは造園建設

は、
泥棒などを招きにくく、 するという協会の役割のほ

見る人が見ればわかる。上

があるし、技術のレベルは

専門家には、そういう技術

祐乗坊 間違いなく造園の

必要ですね。

ものを発揮していくことが

園の専門家として、持てる

なかないではなく、常に造

かってもらえる仕事がなか

かってもらえる。造園を分

になりました。

どもたちが増えてくること

に触れることなく、育つ子

遠くなった都市生活者や土

では難しくなり、庭とは縁

えることもなかなか都市部

しかし、家庭に樹木を植

な目立つものが多いといえ
ますが、
賑わいという面で、
私などは十分ではないかと
思っています。また、一部
ではボーダー花壇など、市

の経験が生きもの、命につ

死なせてしまうなどの実際

応えてくれ、また枯らして

も行政主導ではなく、住民

で、こうしたものについて

のリニューアルなども重要

は、それぞれの地域に根付

ます。また、造園業の方々

をしようということになり

なったり、管理のお手伝い

ターを置こうということに

どういう木をどう植える

祐乗坊 木を植えるときに

ます。

園の将来があるように思い

きを充実させたその先に造

そういうことも市民の方に

人、知識のない人だと枯ら

気もいい。逆に、腕の悪い

した樹木は、綺麗だし、元

手に剪定する人が手入れを

これまでと違った取り組み

してしまったりもします。 しょうか。そういう面で、

増えているのではないで

ティアをしたいという人も

公園や里山などでのボラン

ちを持つ人もやはりいて、

自然に触れたいという気持

が、終戦間もない大変な時

るというだけではなく、こ

公園の維持管理に参加す

営力というんでしょうか、 さらにそれを食べてみると

手をかけてあげるとそれに

となどもいろいろです。そ

いて学べる大切な機会とな

の方々の発案をどう生かし

方などもあるのではないか

そういう生活の中で、
緑、

た。

り、評価が得られておりま

る機会がどんどん減ってい

んつくられる時代ではな

もらいました。すると緑に

す。デザイン面では、派手

るように思います。

く、ストックの活用を考え

も目が向いてきて、プラン

民参加によるデザインされ

こで大事なのは、それらの

り、花が咲く、実がなる、 ていくかを話し合いながら

はなかなか分かりません

特に小さなお子さんに

れなくなってしまった公園

は、植物に水をあげたり、 る時代です。あまり利用さ

公益ですから、こうした動

た花壇づくりにも波及し、
実施されています。

異なる思いをうまく束ね

と、ヒートアイランド緩和

うした日常生活の中で公園

なりました。

あれだけの花壇の整備、 いう風景を多く見るように
維持管理にかかる費用は年

て、一つの力にしていく運

いていますので、会社の車

が、目にしたり、聞いたり、 と思っています。

代の中で始められ、今日ま

間相当なものと思います

進めていくことが不可欠に

や生物多様性の保全に役立

そういう運営のノウハウも

ント性があって、住宅地な

街中ならばアミューズメ

市民が自分たちの身近な

事として発揮してきたわけ

これまでそれらの多くを仕

に住んでいますが、最近の

新しいマンションはベラン

ですが、これからはそうし

やすく結びつけるかが、今

と造園建設業をどう分かり

ても良いと思います。これ

うキャッチフレーズは、と

いった感がありますが、今

たちのブームで過ぎ去って

ガーデンや草花に憧れた人

紹介されたイングリッシュ

ブームは、マスコミでよく

かつてのガーデニング

ダが広く作られていて、そ

たものを分かりやすく市民

後の具体的な取り組みなの

のベランダ園芸は野菜栽培

分かりやすく市民に伝え

つけてもらったり、災害時

ではないでしょうか。

も加わり、もっと生活感の

こで園芸を楽しんでいる人

の初期対応など、安全安心

に伝え、協力して取り組ん

五十嵐 花を造園空間に取

が増えています。

区長をして、いろいろな

でいくということが大事で

り入れた素晴らしい空間

るＰＲ、プロモーションが

人とお話しする中で、一番

あり、日造協が取り組んで

大事です。
「花と緑」とい

と思います。

持っているのは造園屋で、 造園の目利きも増えてくる

体験する機会が増えれば、 祐乗坊 多摩ニュータウン

にパトロールという名前を

を利用するといった関わり

くことも、継続、発展させ

公園やみどりの管理と関

議や偉大さの象徴であり、 感じたのは、やはり、安全・ の下支えをしていただきま

いくことだと思います。

だきましたが、造園建設業

どについてのご意見をいた

の方々へのアピール方法な

市民参加やアダプト制度

これに変わる大切な場であ

きなくなった現在、公園は

などで、そうした体験がで

自宅の庭や近くの原っぱ

が、
こうした制度となると、 あった方が、まちや環境、 思います。

などの関わり方もあります

五十嵐 グリーンアドバイ

けになってしまいがちで、 と考えています。

どうしても制度の枠の中だ

ザ ー と い う こ と で、 い ろ

を多く利用しているといえ

て主婦の方々が公園や緑地

年寄りや子どもたち、そし

思っていますが、まだ、お

五十嵐 造園建設業界の活

感じています。

発揮していただいていると

地域に対する役割を十分に

下ろしている企業として、

とで、公益性を果たすと同

流への流れを導いていくこ

ムではない社会が求める本

噛み砕き、トレンドやブー

そういうものを一つずつ

阪で花と緑の博覧会が開催

のことです。平成３年に大

野に入ってきたのは、近年

が、本格的に花が造園の分

は、以前から存在しました

美しくするだけでなく、身

囲、
キッチンガーデンなど、

自分たちの手に負える範

ように見受けられます。

あるスタイルになっている

時に、造園業界の裾野も拡

され、花をふんだんに取り

近で植物との生活を楽しも

そして人も豊かになるのだ

全・安心が大切になります。 躍の機会が増え、大きな評

自然と触れあう暮らしをし

ライフやロハスと言った、

公園は、誰もが利用する

たいと考える人が増えてい

いうイメージの存在だった

るのではないでしょうか。

うという嗜好です。スロー

た。
そして、
都市緑化にもっ

このような風景を見てい

入れた空間を創出しまし

答申が出て、まちづくりに

五十嵐 意識改革ですね。 と花を使いましょうという

しょうか。

花が、広く取り入れられる

ると、花や緑に興味を持っ

価もいただいていますが、 が っ て い く の で は な い で
らに公益法人改革などが進

技術や知識、そして感性を

ことになったといえます。

市民参加や指定管理者、さ

んでいるのは、社会が大き

私たちは、もっと発揮しな

それ以前は樹木が中心でし

道路の張り紙をはがすアダ

街をきれいにするのは自分

な転換期を迎えていること

ければならない。ノウハウ

プト制度などで自分たちの
触れる機会が増え、緑を大

だという認識を持ってもら

が背景にあると思います。

を 出 す こ と に よ っ て、 分

を教えてくれる専門家がい

切にしたり、環境に配慮で

うことができ、こうしたき

業のために、仕事を拡大

ると、子どもたちが自然に
ていけばいいと思います。 中道 都市部と郊外、さら

きる人々が増えるはずで

れいな街、住民の街をよく

人々はどのような緑を求め

に個人個人で異なると思い

す。また、人々もそうした

しようという思いが強い街

場であり、もっと日常的に

市民参加型の管理では、週

ますが、一般的に土に触れ

緑を求めているのではない

生活と緑と公園が結び付い
としてのアウトリビング的

に１回から年に数回くらい

る、植物、自然に触れる機

ような感じがします。しか

な利用が多く見受けられる

など参加者の関わり方の頻

会が少なくなっていると思

ているのでしょうか

ようになりました。特別な

度も幅があり、やりたいこ
行って本を読むとか、そう

目 的 も な く、 た だ 公 園 に

し、近年は市民生活の延長

機会も多いと思いますが、 た生きものとの触れ合い方

した。

への期待などについて、祐

関わっている人とそうでな

ます。ですから、余計に安

植物は生命や自然の不思

きます。

造園業の方々には、専門

地域に根ざした造園だからできること

公園に求められる身近な自然と安全・安心

きの嬉しさを知ることがで

方も大切で、こうした生活
との結びつきが強くなって

で続けられていることを素

これからの時代は、こう

晴らしく思っています。
した活動を、行政と市民、 いることを嬉しく感じてい

ていく上で、大事なことな
ら自宅の庭的な利用であっ

わっていくのを私は「まち

ます。

のかもしれません。
たり、そういう生活に溶け

に自分の手垢をつける」と

社会がきちんと評価してい

五十嵐 我々も継続して質
込んだ関係を生むことがで

これから求められてくるこ

を高めていく努力をしなけ

安心できる環境です。公園

性だけでなく、地場に根を

とだと思います。

ればなりませんね。さて、 きる公園が良いのではない

は老若男女の別なく、多く

乗坊さんいかがですか。

い人がギクシャクしたりす

り、公園に行くと、そうし

言っています。これは私の

まちづくりの信念ですが、 小 さ い 頃 の 体 験 が 大 人 に

の人が利用して欲しいと

祐乗坊 日本の場合、公園

いろな人から、お話を聞く

でしょうか。

なっても現れてくるように

はこれまで市民にとって目

ることもあります。

いろいろな手垢のつけ方が

的的に利用する公共施設と

造園のイメージから、市民

つかという技術や知識を

なっています。

鈴 木 誠 司 氏

らなかったりして門前に立
す。ですから、そうしたこ

りましたが、それは大変で

咲いた状態にした時期があ

ればと思っていると思いま

専門家の方々にめぐり合え

たときに相談できるような

えてもらえたり、何かあっ

をつくり、そこにいろんな

オープンハウスという小屋
ざまな取り組みを行ってい

大変な時間を掛けました。 ポジウムの開催など、さま

は改修の計画をつくるのに

ます。

く、 数年前から、日造協

鈴木 最近のことではな

木さんいかがですか。

ましたが、こうした点で鈴

とを感じます。

出来る時代となってきたこ

を造る〟造園が社会へ貢献

示唆しています。
まさに
〝園

な位置づけとなったことを

る正解はなく、一つ一つ対

た。なかなかすべてに通じ

には本当に苦慮していまし

らっしゃるので、その調整

ることに反対される方がい

初からそういうことを住民

うことを見越した設計、当

す。さらに言えば、そうい

ので、適切な対応が必要で

すことがあってはならない

私たちは気軽に楽しめる
ました。公園は、里山的な

いて考えていくこと実施し

びながら、公園の計画につ

人が来ていろんなことを学

づくりに充てた公共の財産

また、里山などといった場

とにかく市民参加といっ

るように待機し、樹木など

の災害時、すぐに対応でき

います。これは、台風など

もできません。
公園や緑地、 の行政と防災協定を結んで

ても活動する場がないと何

が 倒 れ て、 道 路 の 障 害 と

ことだと思いますが、地域

の会員の多くが行っている

落ち葉、日当たりの問題等

園内の緑に対し、見通しや

に、緑化、特に街路樹や公

このところよく聞く話の中

行政の立場にお詳しい下平

下平尾 行政の説明で納得

るのですか。

専門家の方が入られたりす

協力して欲しいと呼びかけ

た整理が必要です。防災の

周囲の灌木などは思い切っ

いうことはとても大事で、

鈴木 そういった際には、 ときに、周りから見えると

ります。市民の声として、 ました。

尾先生に伺いたいことがあ

いただけない方の場合は、 面でも、いざというときに

は、我慢していただいて、 の公園づくりが大事なのだ

管理に貢献しようと、シン

ち止まっている人も大勢い
とをめざすと言うのではな

花のスペースを作ることは
ところがあり、子どもたち

は、出来上がった時のその

なった場合など、これを除

で、樹木の伐採を希望され

ていながら、育て方が分か

るのではないかと思いま

できても、樹木などになる
と一緒に間伐をして、それ

場だけの価値でなく、地域

去し通行を確保したり、地

能であり、その足元にちょ

た低木を植えることは可

た活動ができればと思って

や緑の美しい日本を目指し

ています。

も来られて、公園の特色、 し続いていくことを目指し

子どもたちが遊んでいる

と思います。

の方々に理解してもらって

と、プロとしてお答えする

の活動や子どもたちの学習

震等の災害が発生した場合

話は逸れて恐縮ですが、 応し、落ち葉などについて

いわゆるコンクリートに

ことはできず、石などにな
で何かをつくったり、学習

の場という新たな財産とな

す。

囲まれ、無機質なものだけ

ると到底、知識は及びませ
し た り、 比 較 的 規 模 の 大

り、さらにさまざまな価値

く、ちょっとした緑、植物

る、 ご 用 聞 き の よ う に サ

の中で暮らすのと、公園の

ん。そうしたところでは造
きい公園ではそういうリ

でもいいと思うようになり

ポートしていく造園屋の存

緑が見えて、季節の移り変

園の方々の協力や連携が欠

す。そのような門前の小僧

在も花とみどりの普及に大

わりが分かったり、ベラン

かせないと思っています。 ニューアルのときに、地域

そうした方に入っていただ

的な人たちに、手を差し伸

切 だ し、 ビ ジ ネ ス の マ ー

ダや室内のちょっとした緑

る方、逆に生きものとして

ました。

ケットにもなると思いま

があるだけでも、まったく

しかし、そうした個人相

も同様に緊急の対応、復旧

か。

こっとお花が咲いていた
います。

五十嵐 行政だけでなく、

などを行う体制を整えてい

下平尾 我々行政も、せっ

のでしょうか。

うにバランスをとっている

市民の声を行政ではどのよ

すが、この二極化している

した。

て、実施することもありま

的な説明をしていただい

ても必要なことだと、専門

要なときには、樹木にとっ

生長させるために間伐が必

林地などで、樹木を健全に

れていないようなので、樹

が、なかなか行政も信頼さ

私たちも専門家なのです

たが、これもきちんと剪定

関根 生垣の話もありまし

ます。

は欠かせないことだと思い

すから生長しますし、剪定

下平尾 樹木は生きもので

いと思っています。

民、市民の理解が欠かせな

いったことについても住

こともできないので、そう

される方がいらっしゃいま

ます。

灌木があって入れないとい
が付与され、永続的に発展

五十嵐 先ほど中道さん

り、そういうものでもいい

五十嵐 これからはどんど
地域の特性を生かし、かつ

うのでは、公園に逃げ込む

だけではなく、遠くの方々

は、自然に触れる機会がな

と思います。ものすごく手

んつくるだけではなく、ス

持続的な空間であるよう

くこともあります。

ですから、ぜひご一緒に花

くなった子どもたちのお話

を掛けなければ育てられな

トックの活用が大切になる

の植物撤去に徹底的に反対

違います。新しい芽が出て
きたということだけでも、

手、Ｂ
れまであまりやってこな
新鮮だったりします。

をされましたが、感性を育

い と い う の で は、 一 般 の

ベランダでもちょっとし

かったから、手を出せずに

てる場として、公園やベラ

方々には広がりません。

いたのではないでしょう

ンダの緑などで展開できる

また、造園の方々がつく

が、下平尾さんがご存知の

に、永続的に取り組めるよ

いう、素晴らしい具体例だ

ていくことが欠かせないと

市民・企業と協力して行っ

て い る「 チ ー ム マ イ ナ ス

止のため、環境省が推奨し

なりますが、地球温暖化防

ループ企業での取り組みに

そ れ 以 外 で は、 当 社 グ

みて、
その状況に合わせて、 公園では、低木から中木、 き巣の被害にあった方もい

とはなく、一つ一つ現場を

かく育ってきたものを、簡

関根 整備されてから 年

を行い、若干透けて見える

高木まで、すべてが大きく

えておけばいいというので

らっしゃいます。ただ、植

茂ってしまったために、空

確かに見通しが悪く、防犯

なってしまっている状態も

なってきており、こうした

６％」などに参加し、環境

上問題があったりする場合

か。

うな方法が考えられ進めら

と思います。

くらいが好ましく、大きく
具体的な事例などありまし

れています。

から 年経った公園も多く

られるものは、少し硬いイ

たら、お聞かせください。

負荷を減らす取り組みを実

加し、
新たに湿原をつくり、

は、市民、地域の方々が参

持っている方々の多くは、 平岡公園という総合公園で

やっていこう、公園の維持

自分たちでできることは

言葉も一般的なものとなり

貢献、最近はＣＳＲという

産）に対比させ、ＧＮＨと

最近、ＧＮＰ（国民総生

はいけませんので、急ぎ対

ども交通に支障をきたして

は、見通しのために伐採す

鬱蒼とした公園の樹木

や後々の問題の種としない

おくことも、樹木への理解

うことを、はじめに伝えて

計で有名なモエレ沼公園で

の取り組みをしています。 も、ファンクラブができ、 てきましたが、企業の社会

単に切ってしまうというこ

中道 ガーデニングブーム

メージがあり、気軽に花や

下平尾 札幌では、いろい

皆さんきれいなお花を求め

に 思 い ま す。 今、 お 庭 を

自分の手に負えない部分

ることが必要だと思いま

はなく、管理が大事だとい

は、プロにしてもらいたい

いう言葉が出来ています。 応したりしていました。鬱

見掛けます。

では気候も違いますし、想

それを管理するという取り

には、剪定したり、標識な

像以上に手間が掛かった

けれど、自分ができること

践しています。

り、自分が思い描いたもの

す。ヨーロッパなどでは、 た め に も 大 切 だ と 思 い ま

のではなく、全体のバラン

ので、一個人の声に応える

の代わりにＨ（ハッピー） ても好ましいとはいえない

なっています。

見えて、死角がないように

おり、公園の向こう側まで

もので、大事にすることは

時代でもあり、樹木は生き

生広場を施工させていただ

の無料開放になっている芝

東京の国営昭和記念公園

ると思います。

いうか、社会に役立ってい

日常の仕事自体がＣＳＲと

ＣＳＲについて言うと、

す。

見通しの確保が徹底されて

スを考えた対応を行ってき

ただ、木を切って欲しい

もちろんですが、害を及ぼ

が入ったものです。
もともとブータン国王が

プロダクツ（物）の代わり

という人と、過剰に木を切

に豊かな〟
という意味から、 ました。

にハッピー（幸福）が重要

安全・安心が求められる
提唱したものですが、
〝真

蒼（うっそう）と茂ってし
これは、国民総幸福量とい

する中で、自然について学

う意味で、
Ｐ（プロダクツ） まったものは、樹木にとっ

んでいくということも一つ

組みを進めています。

はなく、庭を使われる方が

の大事な柱になっており、

は、自分でやりたいという

手を加えられる余地が求め

管理と学習を両輪としたユ

を実現するための、知識や

日本にあったもの、自分に

られ、逆に欲しいのは、知

その活動には、大学の先

できること、手間を掛けら

識の及ばない樹木の管理や

生なども参加され、管理を

れる範囲が分かってきたの

ニークな動きもあります。

人がほとんどですので、新

が最近のことだと思いま

ベースとなる土のことだっ

旭山記念公園では、これ

しい庭でもつくり込むので

しかし、イギリスと日本

ていたと思います。

また、イサムノグチの設

はかれこれ十年位前になる

ろな分野で、市民との協働

30

技術が追いつかなかったり

市民参加のお話が多く出

馴染まない部分もあるよう

と思いますが、あの時は、 緑を楽しみたいと言う人に

20

造園企業の社会貢献、ＣＳＲを考える

いいアイデアはあります

とのお話をされていました

既設公園の改修、ストック活用のあり方

Ｃを造園屋はこ
to

べて一歩踏み込ませてあげ

す。

10

しました。それが、やっと

す。

たりで、そうしたことを教
私もベランダを常に花が

武 氏
関 根
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日 造 協 新 春 座 談 会「造園建設業は市民と仲間となる」

人々が求める「みどり」と「造園」

「造園建設業は市民と仲間となる」 プロの知識・技術を生かした協働を

花と緑のライフスタイル産業めざす
日造協 新春座談会

きましたが、この周囲には

ショウでの評価を機に日本

まれです。海外のフラワー

心が持たれず、新設はごく

き て も、 ま だ ま だ 市 民 の

門家の方々が容易に理解で

す。こうしたデータは、専

祐乗坊 造園屋さんの持っ

思っています。

もお越しいただきたいと

の植物発生材についていろ

味があり、特に剪定枝など

ましたが、バイオマスに興

ル産業」というイメージの

ば「花と緑のライフスタイ

良いといいましたが、例え

の特性が市民の方々への伝

せたかどうかで、造園産業

きちんと発揮、仕事に生か

わり方が変わってくるので

新しいマンションがたくさ

新たな発想で取り組んで

ん建っており、ここに住ん

いろ調べています。剪定枝

方々には、分かりやすく伝

ている技術、ビジョンに掲

の文化を見直す機会にも

はないかと思いました。

でいる人などは、自分の庭

いって欲しいと期待してい

わっていないと思います。

のリサイクル利用は多くの

なって欲しいですし、初回

げてあるものを市民に分か

のように利用され、いつも

ます。

もう一つ、花とみどりの

ぜひ使いたい。

資料やビデオなどがあれば

機会もあるので、そういう

います。大学などで教える

市民に発信して欲しいと思

もありますが、造園業界と

のが現状です。行政の役割

取り組みもこれからという

たデータもなく、体系的な

合がまだ多く、きちんとし

と同じ扱いになっている場

る多摩地域では一般廃棄物

ていますが、私の住んでい

というものをアピールでき

まず、市民の目線で造園

います。

えさせていただきたいと思

せていただき、まとめに換

のお話から留意点を上げさ

いきたいと思いますが、そ

いただき、今後に生かして

五十嵐 いろいろなお話を

ていただくもとになるので

とが、造園建設業を理解し

いて市民にアピールするこ

かわりがあるのかを噛み砕

術が結びついているか、か

く、日常生活とどう造園技

凄い技術だというのではな

さらに、造園技術を単に

りやすいように整理して、 行政で取り組みが進められ

感性管理。美しいもの、お

しても、ＣＳＲという視点

効果効用の正しい情報を分

五十嵐 いろいろなお話が

しゃれなものはビジネス市

るように、最後にライフス

かりやすく市民に周知する

出てきており、公園緑地や

もたらしたり、社会貢献を

場も市民もみんなが求めて

からきちんと対応できる取

銀賞でしたので、次は金を

それと、これは極端な例

し て い く 業 界 と し て、 ま

います。造園屋さんがみん

めざし、日本の造園を見直

ですが、知人の建築の先生
植物の持つ可能性の大きさ
私たちは個々の作業を請

た、企業市民としてプライ

ベビーカーでお子さんと一

芝生の広い空間があるこ

が悪性リンパ癌で入院しま

け負うということもありま

ドを持って活躍してもらい

緒に来られるお母さんや子

とで、高い建物がたくさん

が改めて示されるなどして

すが、基本的にはその場所

取り組みも大事だと思いま

ある中でのクールスポット
した。しかし、病院の前が
いますが、制限時間もござ

をきれいに保つということ

す機会につなげたいと思っ

になっており、ヒートアイ
公園で、毎日公園に行って

に、造園建設業界への期待

樹木の絵を描いていたら、 いますので、最後に三先生

と思っています。

どもたちで賑わっていま

ランド現象の緩和にも役

治ってしまったというんで

を大事にしており、補植も

す。

立っていることが、体感で

などをお話いただければと

踏まえて予算内でそれが可

ています。

きます。こういったものも
す。本人は、樹から気をも
思います。

中道 現在、一番身近に見

雨が降らないと気になっ

能な材料を選び、夏などは

われます。これは、北海道

ンド北海道２００８」が行

りします。そうした感性の

見違えるほど変わってきた

まざまな専門家と連携する

発揮していただいたり、さ

れの企業の得意分野で力を

とではないですが、それぞ

な綺麗でおしゃれというこ

な事業としてもぜひ取り組

てきます。造園業界の新た

でもちょっとした工夫で、 は、今後益々ニーズが増え

など、同じお金を掛けるの

んでいただきたいと思って

どの植物発生材の有効活用

も減ることのない剪定枝な

はありませんが、これから

ます。堆肥利用がすべてで

なくなるくらい人気があり

が、市民配布するとすぐに

上の課題などはあります

剪 定 枝 の 堆 肥 は、 品 質

められてくると思います。

り組みにしていくことが求

造園をベースにしたもの

プロの仕事というと当然

じました。

をみているということを感

の方々はそういう目で我々

しなければいけない。市民

ろでも、プロらしさを発揮

ばなりません。どんなとこ

ことを改めて意識しなけれ

また、我々はプロである

だと思いました。

て展開していくことが大事

が、そういった目線を据え

タイル産業と言われました

世紀」という時代の主役産

行っていくことで「環境の

携、 効 果 的 な 取 り 組 み を

民の方々とより有効な連

な特徴を生かしながら、市

活動を行っていくことなど

市民、地域の人と連携した

の地域性をもっと生かし、

ることも認識しました。そ

は地域に根差した産業であ

また、これもＣＳＲとは
り。テルペン類を主成分と

林浴効果をもたらす木の香

加しました。渡航や現地で

のガーデンコンテストに参

チェルシーフラワーショウ

名な花のイベントである

初めて、世界でもっとも有

造園建設業として日本から

り、公園は癒しの場どころ

いますが、そうした力もあ

病原菌から自らを守るため

する揮発性物質で、樹木が

んです。

と、きれいな花壇かそうで

い技術を発揮していたり、 が、利用者、市民からみる

技術の問題ではありません

政、企業、市民が連携した

ＰＯなど、北海道全体の行

いろいろなお花の団体、Ｎ

発注の問題で、造園業や

海道では花壇コンクールと

ると思いますのでぜひ成功

新たな活動の起爆剤にもな

いただくいい機会になり、

また、ＣＳＲの話があり

造園の感性 あらゆる場面で発揮しよう

緑の効果効用 わかりやすく市民に伝える

年は「ガーデンアイラ

ているのは日比谷公園でお

を緑と花の庭園の島にしま

質を上げていって欲しいと

になるわけですが、感性を

そして、改めて造園産業

はないかと思いました。

市民の方々にわかりやすく
らって、
フィトンチッド
（森

に放出しているもの）を吸

て、作業日ではないのに様

しょうという活動で、造園

持った産業、感性の部分を

ではなく、命の再生の場と

高木の剪定作業など、私

の施工会社の手配など、相

認識を新たにしたところで

私たちならあまりしない同

当な費用も掛かりますが、 も言えるのではないかと、 たちに真似のできそうにな
国際化への対応、また、日

す。これを理解してもらう

と思います。

本の造園技術を改めて世界

に、こうした何年かに一度

取り組みが行われ、各地で

ういうことのないような全

のイベントも、これまで関

さまざまな活動がみられる

ことで、
逆に日本の方にも、 実際の話なので、話題の一

に気 になるのは、その後 です。 体の仕組みづくりも大切だ

いるのを目にしますが、特

と思います。

心のなかった方々に理解を

ないかでしかなく、ちょっ

つにはなるのかなと思って

下平尾 さまざまなお話を

と残念に思っています。そ

います。

花壇のお仕事はきっと植

した中で、私のおります北

ビシッと植える作業をして

日本の造園技術やセンスが

祐乗坊 そのお話しは、特

栽、 植 え る だ け の 業 務 な

のは難しいと思いますが、 じ種類の花を図面どおりに

世界的なものであることを

殊な例だと思いますが、と

ので仕方のないことなので

的な場所で評価してもらう

アピールできるのではない

ても良いヒントが秘められ

いう好例、素晴らしい歴史

させたいですし、皆さんに

継続的な取り組みととも

かとの考えもあって取り組

しょうが、植栽後の管理は

がありますので、これから

みました。

ていますね。

ありません。萎れても枯れ

も造園業が、人々に潤いを

日本庭園は国外では高く

てもそのままになっていま

一方で、屋上緑化などの
評価され、実際に多く存在

す。

な科学的データが出ていま

りがとうございました。

本日は長時間にわたりあ

と思います。

業になることを目指したい

造園建設業は、さまざま

はないかと思います。

も、造園の強みになるので

い込んだからだよと言って

仕事をされている造園屋さ

子を見に行ったりします。

「花と緑」が柔らかくて

います。

異なりますが、 年５月に

と思っています。

ながっていくのではないか

して欲しいということにつ

じような場所をもっと増や

伝えることができると、同

す。

誠 氏
五 十 嵐

建設業者さんはもちろん、 思います。
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しますが、逆に日本では、 効果効用などは、いろいろ
歴史的な日本庭園以外に関

「全国造園フェスティバル 2007」のもよう
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（ ８）
平成 20 年 1 月 10 日
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