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会長

新年明けましておめでとうござい

一環であるＬＥＤや液晶も、それぞ

今年も会員の皆様と共に、新年の

業の素材である植物からは、薬のア

から得られた技術であり、我々の生

れＬＥＤはホタルから、液晶はイカ

良き日を迎えられた事を大変うれし

スピリンが柳から、また新型インフ

ます。

く思います。

本年の干支は寅（虎）であります。 ルエンザの新薬であるタミフルは八

で、春が来て草木が生ずる状態を表

の生物との共生は不可欠であり、環

このように人間が生活する上で他

「寅」は「螾」（いん：
「動く」の意味） 角から作られております。

しているとされています。後に覚え

境問題と共に生物多様性の問題は必

環境問題と共に生物多様性の問題

易くするために動物の「虎」が割り

は、我々造園産業界に追い風の話題

ずやクローズアップされて来る事と

してよく用いられ、戦国武将の武田

であり、これらを考慮し、昨年には

思います。

信玄や上杉謙信はそれぞれ「甲斐の

当協会内に「ＣＯＰ 支援特別委員

「虎」は強い者、豪傑の代名詞と

虎」
、
「越後の虎」と「虎」に喩えら

当てられたと言われております。

れました。

さて、昨年は「今年の漢字」であ

会」を設置し対応を検討しておりま

薬が着目されました。また米国では

ンフルエンザが世界中に蔓延し、新

での問題点や今後の対応、また最大

た各支部との交流会を開催し、各地

また、昨年には本部役職者を交え

す。

オバマ新大統領が誕生し、国内でも

の課題である公益法人制度改革など

る「新」に代表されるよう、新型イ

新政権である鳩山内閣が誕生しまし

員にとって最良の方向を検討し、今

を議論させて頂き、これをもって会

スポーツの世界でも大リーグのイ

後の協会運営に役立てる所存でござ

た。

チロー選手の新記録や、ゴルフでは

います。

高い知能を有している種でもない。

き残るのは最強の種ではない。最も

が、
進化論で有名なダーウィンは
「生

経済が厳しい折では御座います

石川遼選手が最年少新記録を樹立す

るなど、まさに「新」尽くめであり

新しい環境技術の開発や世界経済

最も敏感に変化に反応する種であ

ました。

の変化など、まさに新たな時代を予

る」と述べております。

なることを祈念しております。

なることを念頭に、実りある一年と

おいて敏感に反応し「産業の虎」と

我々も変化の激しい激動の時代に

感させる一年であったと感じ得ま

一方、本年の 月には名古屋の地

でＣＯＰ （生物多様性条約第 回

ご存知の通り、現在最先端技術の

10

造園は時代の主役と成り得るか
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年頭にあたって

（新潟県支部長 磯部久人）
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す。
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世界的な経済状況悪化の

は、これまでになく脚光を

議など、造園が係わる分野

る生物多様性条約締約国会

策、今年名古屋で開催され

しい現状を乗り越え、本当

ろうか。新春にあたり、厳

り組んでいったら良いのだ

後どのようにして事業に取

こうした中、我々は、今

行っていただいた。

だき、藤巻副会長と鼎談を

磨佳津江さんにお越しいた

教授、ジャーナリストの須

て、近藤三雄東京農業大学

境産業となるには ！ とし

生 活 に 役 立 つ“ み ど り 豊

中、造園工事業界を取り巻

浴び、
「環境の世紀」
「緑の
の意味で地球環境、市民の

会的には追い風が吹いてい

く環境は、公共事業の縮減

世紀」などとも言われ、社

世 で す か ら、

し か し、 ＣＯ ２の 吸 収 を は

や価格競争などにより、こ

した。よく考えると、周りの
大変でしょう

か な 環 境 ”を 創 造 す る 環

れまでになく厳しい状況と

緑は、そこにあるもので、つ
ね。

る。

なっている。

くり出したり、育てたりする
近藤 今、須

じめとする地球温暖化対

須磨 日造協の皆さんと知り
という意識はなかったのだと
磨さんがおっ

鼎談にあたって

あわなかったら造園工事業と
思います。

業というものを関連して考え

ましたが、これらと造園工事

公園や緑地への関心はあり

うに思います。

といった認識しかなかったよ

コール植木屋さん、庭師さん

をつくろうといった積極的な

的なレベルで緑を認識し、緑

伐とするとか、そういう感覚

みやすい、緑が少ないから殺

が、緑がたくさんあるから住

た民族性なのかもしれません

もともと緑に囲まれて育っ

を持っていると声を大にして

に留まらず、もっと広い対象

方が、造園は、植木屋、庭師

私が学生の頃も当時の先生

いません。

年間変わって

とは、この

しゃられたこ

民は、建築の延長でどこかの

やっているのかというと、市

ようになった屋上緑化も誰が

ですから、一般に知られる

造園工事業のイメージ

いう言葉すら知らず、造園イ

るということもありませんで
意識を一般の人はあまり持っ

建設会社、工務店がやってい

いた訳ではなく、造園の技能

今回の鼎談は、造園工事業

るくらいの認識なのでしょ

造園工事業といっても、植
や技術、
知識を踏まえながら、

界に喝を入れることも期待さ

私も庭師になろうと思って

木 屋 さ ん、庭 師 さ ん の 延 長
広域的なものに関わっていこ

れているようですが、すでに

ます。

で、自分が庭をつくる機会で

うと熱意を持ってやってきま

います。

ような状況になっていると思

喝を入れるだけでは済まない

う。

もなければ、ほとんど縁がな

それから私が教えるように

した。

て、良くなったときに、工事

なり 年が経ちましたが、や

く、たまたま公園が改修され

をしているのが造園屋さんな

と、最近は分かってきました

近に緑を享受できているのだ

ていたんですね。お陰様で身

が、そこで皆さんが活躍され

や緑地、庭園が作られました

くしようということで、公園

高度経済成長期に、環境を良

熟知はしていません。

なことをしてこられたのかを

造園工事業が、これまでどん

のかなぁと思うくらいでしょ

に関連したことをやっている

という言葉が加わり、これら

庭師にせいぜいガーデニング

いる状況でないことは十分に

のかを知っている、理解して

方々が、造園がどのようなも

状 況 で す か ら、一 般 市 民 の

に学んでいる場で、こうした

生に話しており、造園を専門

ながらも、それだけではなく

はり植木屋、庭師を原点とし

思いますが、現在、最盛期の

藤巻副会長がよくご存知だと

らい厳しくなっているかは、

しています。具体的にどのく

承知しております。植木屋、 り、余計に造園の将来を危惧

正直いうと、私も未だに、 多くのことをやっていると学

うか。

人たちという認識なのだろう

送り込む立場にいることもあ

私は、業界に若い人たちを

す。

築に飲み込まれてしまいま

このままでいくと、土木、建

規模、市場規模が桁違いで、

築の２分野と造園では、業界

建築、造園ですが、土木、建

建設三分野というと、
土木、

（笑）そうした公共事業が主

す。

であって欲しいと思っていま

る業界、また、頑張れる業界

うした面でも、安心して働け

秀な学生を送り出します。こ

張っていけば大丈夫だと、優

うやって自分で力をつけて頑

ない現実があります。造園工

いいかということすら分から

思ったときに、誰に聞いたら

ますが、庭の相談をしようと

話が掛かってきたこともあり

市民から庭づくりの相談の電

知識を市民に伝えてこなかっ

ある造園関係者が、そうした

す。これだって木の専門家で

るといった話をよく聞きま

批判どころか怒る人がいて困

せたらいいか分からないと、 るときに木を切っていると、

うことです。どこに問い合わ

たことも原因の一つだと思う

て、市民が森づくり活動をす

須磨 認知度の話ですが、例

んです。

木を数多く植栽、管理してお

事業がどんな仕事をしている

り、ほとんどの樹木が枯れて

えば病気になったときは、医

造園について、広く知って

いません。これは、実は大変

近藤 造園工事業の方々が、

貰うには、分かり易く、特徴

なことで、造園の技術が生か

かをもっと広く知って貰わな

的な事例を挙げるのが一番で

されているからこそなのです

者 に 行 こ う と 思 い、歯 が 痛

きに、住宅と外回りをわけて

す。
こうしたときに、
私はディ

が、あまり知られておらず、

北海道から沖縄まで様々な樹

考える人はいないと思うんで

ズニーリゾートの話をするよ

ければなりません。

す。現に家の外構をいじりた

うにしています。

かったら、歯医者に行きます

いなと思ったときに、誰に頼

よ ね。で も、家 を 建 て る と

んだらよいのかわからなくて

度の認識で、造園屋さんを思

ず大工さんかなとか…その程

に再現するには、その土地の

ルトディズニーの思想を忠実

面的に関わっています。ウォ

計画から管理まで造園界が全

する際に、デザインがどうと

須磨 地域の公園などを整備

います。

が当たり前のように思われて

東京ディズニーランドは、 逆に、枯れることなく育つの

い浮かべる人は少ないのでは

困りましたから…。とりあえ

いるのではないでしょうか。

ないでしょうか。

か、そ う し た 話 は 聞 き ま す

ちも皆かわいい教え子で、頑

が、どのように健全な緑を育

り聞きません。こうしたこと

気候風土、植物などのことを

をもっと前面に出した方がい

熟知していなければなりませ

東京ディズニーランドの場

張って欲しいと思っています

合、造園コンサルタントの山

が、
「子どもが１人、２人と

も昔ほど身近な存在ではない

てていくかということはあま

という気もします。もしかし

いと思います。

ん。
生活が成り立たない」と業界

近藤 市民参加が進み、市民

なり、
仕事も会社も好きだが、 須磨 植木屋さんや庭師さん

を去らざるを得ないという話

本紀久さんがプランニングを

の声は大事ですが、同時にプ

行いました。そして、これを
具体化したのは、造園工事業

たら造園業界が公共事業に一
大変残念なことであり、何

在になっているのではないで

ロの視点も不可欠です。しか

生懸命で、市民から離れた存
とかしなければならないと

し ょ う か？ 今 の 時 代 は 政 治

を乗り越える業界の具体的な

べていますが、こうした危機

業も市民をどう味方につける

シフトしています。造園工事

市民をどう味方につけるかに

だって業界団体、
大企業から、

うした知識と技術を十二分に

で、造園工事業の方々は、こ

に は、知 恵 と 技 術 が 不 可 欠

高いクオリティを保ち続ける

須磨 私が造園の達人を尊

えます。

声が聞かれなくなったとも言

ていない部分があり、プロの

分たちの仕事に、大いに自信

持っています。ですから、自

ど う 背 を 伸 ば し、ど う 枝 を

知り、それらの木がこれから

です。それぞれの木の特性を

敬するのは、
「先を読む能力」

世界的なリゾートとして、 し、プロとしてあまり頼られ

戦略というのは未だ見えてき

かを考えた方がいいと思いま

り、
追い風になっているのに、 を持っていただきたいし、そ

す。

れをもっと広く市民にアピー

張っていくのか、 年後、

うよりもゼロからやり直すく

と、造園業界の明日はないの

造園にその風が吹いてこない

ルして欲しいと思います。

いても、安心できる分野とい

せん。現在、どんな職業につ

て、安心しろとは言い切れま

夫かと聞かれ、
正直、
胸を張っ

さらに、仕事がないことは、 木には剪定が必要だというこ

近藤 おっしゃる通りです。 はもっていません。また、樹

が。

らではないかと思うのです

民を相手にしてこなかったか

とも正しく認識されていなく

というような知識を一般の人

ら、この樹木は植えられない

須磨 こういう環境だった

人々に伝えれば、皆さんとイ

感じます。そんな話を一般の

合いは、ロマンがあるなあと

よ ね！ 木 と い う 命 と の 付 き

使して造園をされるわけです

年後を見据えて、想像力を駆

緑や環境への関心が高ま

ではないでしょうか。学生か

というのは、不思議です。市

うものは存在せず、個人の努

技術も伝承できなくなるとい

らい抜本的に構造改革しない

ら、造園業界に就職して大丈

ここまできたら、改善とい

ません。

様々な機会を通じて苦言を述

の方々です。

も聞きます。

市民の理解を得よう

造園業界に送り込んだ人た

すま かつえ 東京女子大学卒業後、ＮＨＫに入社。朝のニュースショーなど、
報道番組を中心に担当し、結婚を機にフリーランスとなる。その後もＮＨＫ
を中心とした番組キャスターなどを務め、特に「趣味の園芸」は 11 年間担
当。
「生活ホットモーニング」では、
“須磨佳津江の園芸散歩”というコーナー
を持つなど、園芸キャスターとして知られるようになった。現在、
「ラジオ深
夜便」の火曜日アンカー（１、３、５週）を担当し、花や緑に関する魅力的
な人々をインタビューしているほか、番組以外でも、オープンガーデンなど、
花や緑に関する各地の動きを取材し、社会に発信を続けている。さらに、エッ
セイ執筆、講演等幅広い活動を行い、平成 18 年から東京農業大学客員教授
として教鞭を振るっている。
力はどこでも欠かせない、そ

20

語っていました。

須磨 佳津江 氏

ていないのではないかと思い

世紀」に向けて

40

半分くらいにまで落ち込んで

な仕事だとすると、このご時

10

40

と思っています。

いま我々は何を成すべきなのか
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新 春 鼎 談
メージを共有できるでしょう
し、ひと手間掛かかって大変
かもしれませんが、知ること
で愛着も沸くのではないで
しょうか。
近藤 行政の担当者の方々
も、時には土木職や事務職な
どで造園のことを知らないた
め、現場の造園技術者が十分
な説明を行っていると思いま

須磨 ワークショップはここ

も行われています。

で、住民の方々を交えた説明

費 が あ り ま し た。現 在 は 約

に１兆２６００億円の事業

化 の 推 進 で す が、ピ ー ク 時

す 都 市 公 園 整 備、 都 市 緑

です。

とを理解して貰うことが大切

世の中に造園が必要であるこ
しょう。
整備が行われる際に、

しいと求める気持ちも増すで

て貰えない時代です。まず、 うになったり、こうあってほ

いたのでは、社会に受け入れ

市民から「緑はどうなってる

ちのものとして大切に思うよ

です。

思っているのは、公園の再生

ら発信しなければならないと

となくお金を使うということ

題で、財政が厳しい折に、何

うのです。この何となくが問

須磨 よく判ります。私事で

はありません。

るといっても、簡単なことで

の」と行政に働き掛けること

ろでは、藪化し、犯罪の温床

管理が行き届いていないとこ

しょう。

たいと、市民も行政も思うで

かれば、きっちりやって貰い

れてから 年、 年が経過し、 とその必要性、メリットが分

はありません。逆に、きちん

ごしてきた植物には愛着が

られません。今までともに過

のですが、なかなか手が付け

を、改造したいと思っている

すが、実は我が家の小さな庭

都市公園の多くは、整備さ

数年増えました。市民パワー

しかし、日造協が発足した
い」というのではダメです。 も十分考えられます。という

になりかねず、本来、市民に

が益々強くなるでしょうね。 ４０００億円です。
行政の担当者の方への説明も
昭和 年は６７０億円でした
か、すでにそういう動きを聞

す。市民が造園を必要だ、大

これからは市民力の時代で

成長期で、海外の諸都市に比

増えました。ちょうど、経済

となってから、右肩上がりで

はや時代遅れかと思います。 に国の５カ年計画の対象事業

説得力に欠けるようにも思い

ルではなく、
「こうあるべき」

い」と…、分かって貰うレベ

もしれませんが、様々な分野

と提案するくらいでないと、 から、余計にそう感じるのか

私がメディアの世界にいる

密に過ぎた樹木は間伐する

のもあり、再生が必要です。

場所になってしまっているも

喜ばれるものが、敬遠される

整備をしなければいけない

社会に、もっときちんと緑の

すが、皆さんは本当に、この

ところで、確認したいので

の思いを伝え図面を書いて頂

いと夢見て何人かの人に自分

いくらか整理して素敵にした

はなれないんです。
とはいえ、

あって、簡単に処分する気に

が、都市公園事業が昭和 年 「緑はこうでなければならな

切だと思うかどうか、そこが

と、思 っ て い る の で し ょ う

まず全部木を抜いて、一度

など、ＣＯ ２の吸収源として

更地にした上でのデザインな

から環境に関する提案が多く

であったら、私は造園界に何

んです。私の想いが生かされ

ます。

の期待もしませんし、そうい

ていなくて…、どうしてそう

べて一人当たりの公園面積も

民の理解を得るのは容易では

う業界であればダメになって

なったのか、理解に苦しみま

ポイントで、より良い環境を

ありません。

も社会に何ら差し支えのない

きました。その図面をみて、

た声は聞こえてこない…淋し

須磨 確かに、木を切るのは

ことだと思います。でも、そ

びっくりしましたよ。

いです。

いけないことで人間は自然を

うではないですよね？私は、 したし、改造する気持ちが萎

か？本当のことを言うと、た

機会を通じて、樹木を植える

近藤 造園界の発信力のなさ

触らないほうがいいといった

緑は大切だと思っています

何にでも通じることだと思

だ仕事が欲しいだけというの

とこれだけのＣＯ ２が吸収で

ということですが、我々の力

誤った認識が市民のなかにあ

いますが、人をその気にさせ

の機能も踏まえた更新が必要

きる、そのために、これらの

不足を鋭くご指摘され、そう

りますね。正しい知識が市民

し、造園界に期待しています

るにはその人の思いに寄り添

です。ただし、間伐作業に市

現在、近年の公共事業が縮

樹木を植栽し、こうした管理

した発信をしなければならな

ので、造園の存在意義が市民

い、その思いをどう具現化し

なされているのを目にしま

減される中、造園工事業界も

を行う必要があるなどと、提

い立場の私などはまさに大き

に伝わっていないからでしょ

に伝わっていない現状を歯が

たか、思いの根っこの部分に

す。でも、造園界からそうし

厳しい状況となっています。

案し続けることが大事なので

う。森や林、植物をきちんと

ゆく思うのです。

ＣＯ ２削減は国の重要な施

かざるをえなくなる、という

その一方で、環境や景観の

はないでしょうか。

な責任を感じています。

知っている人は、間伐が欠か

近藤 市民の理解を得るのは

策にもなっており、あらゆる

ことも考えられます。

重要性が社会に広まり、さら

ただ、ＣＯ ２の話が出まし

せないことを知っていますか

非常に少なく、公害対策、住

それに造園業者側から行政

に、地球温暖化問題や生物多

そのとき、造園界のもつ知

たが、専門家の立場から言う

ら、正しい知識を伝えていく

環境の改善など、大きな需要

に働き掛けても、単に仕事が

識や力が発揮されれば、造園

と、単に緑を増やせばいいと

つくるのに造園が必要だと思

欲しいからでしょう？という
様性問題が国際的なテーマと

の重要性が自然と市民に理解

いう単純な話ではないからで

市民が動くことで、行政が動

欲しいのだとは思いますが、 なったことなどから、造園工

ことになりませんか？確かに

事業界にフォローの風だけは

されるでしょう。

事業の皆さんは、庭をつくり

くどいようですが、造園工

を排出します。不健全な緑を

吸収しますが、呼吸でＣＯ

す。植物は光合成でＣＯ ２を

なことをするのはパワーが要

がどう、やっていくか、新た

そういうことも含め、だれ

ことも、今後の課題でしょう

苑前緑地の改修に取り組みま

ケヤキ広場に隣接する馬事公

田谷区と共同して、農大前の

公園再生の模範とすべく、世

全・安心と快適性を担保する

化し荒廃した公園緑地の安

大変なことです。私は、老朽

大切にしてきたと言えます。

なく、歴史性や人々の想いを

近藤 造園は気候風土だけで

います。

応える説明が大事だと思って

えました。

儲けるためだけに仕事をして
吹いていると感じています。

ませんか公園を造りませんか

増やしたら、呼吸する方が多

りますし、すぐに結果がでま

にもなりましたが仕分けされ

と営業するのではなく、造園

せんし、そう簡単ではないと

園の価値を認知するようにな

解してもらい、社会全体で造

にもきちんとその必要性を理

それだけでは不十分で、市民

園というものを世の中に広く

はなくて、とにかく今は、造

個人の庭をつくれというので

けてほしいというのは、単に

ことですが、市民にも目を向

の仕事は少ないのが現状との

向くでしょうし、緑を自分た

園などの緑にも、市民の目が

ば、駅前の広場や街路樹、公

緑に対する関心が高まれ

近藤 現在、早急に造園界か

世紀」
「緑の世紀」と言われ

でも、今の時代は「環境の

全、と思うかもしれません。

目をつぶろう、そのほうが安

声は大きく、説明は大変でし

したが、間伐に対する反対の

るく快適な空間にすることで

弱っている樹木を間伐し、明

再生のポイントは樹勢が

ね。

のお庭であればなおさらです

らないと思っています。個人

の想いを反映させなくてはな

ても、その地域の特徴、人々

ですから、公共の空間におい

るように、多くの人々が緑の

ね。

須磨 造園工事業は、急成長

んと伝えることが不可欠で、 く、排出源になることもある

の必要性を、市民も含めきち

のです。そう考えると、むや

れば、行政の方たちも、積極

知って貰うことを何より急が

も大切で、お金にならなけれ

２

ですから、何が言いたいか

を続けてきた公共事業を中心

みに緑を増やせとは言えませ

的に推進するようになるで

なければならないと思ってい

てしまいます ！

というと、行政に説明し理解

それこそが本来の営業だと言

しょうし、作るだけでなくそ

され、市民の幸せにつながる

ばやっていけません。とはい

人々の想いを大切に

してもらうのは大事ですが、 にお仕事をされ、個人のお庭

いたかったのです。

は思います。軋轢を恐れて、 した。

の後の管理の大切さも理解さ

るのです。

…という良い循環ができるの

え、企業の社会貢献、ＣＳＲ

もちろん、目の前のお仕事

れ る と 思 う の で す。結 果 的

ではないか、と期待している

などが企業にとっても必要な

に、よりよい緑の環境が整備

んですが。

こととして行われているよう

造園工事業の取り

藤巻

に、お金のことだけを考えて

都市公園の再生が急務

ん。

目前の利益より急ぐもの

いったら２００９年の流行語

えば、市民から行政に働き掛

40

がありました。

30

けるかもしれません。そして

の働きかけに頼る姿勢は、も

さらに、
「理解してくださ

必要だと思いますが、行政へ

いています。
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組む公共事業の中核をな

なくわかっているだけだと思

感じているといっても、何と

よね。それと、緑の大切さを

にしている場合ではないです

いくかはとても大事で後回し

そういう時代にどう発信して

ます。一口に市民の理解を得

がり、モデル事例となってい

やって良かったという声が上

前にすべての方々の理解が得

大切さを感じていますから、 た。そして、残念ながら改修

味でも、より多くの人と理解

と思っています。そういう意

た。しかし、
改修してみると、 らこそ、同じ夢が描けるのだ

られた訳ではありませんでし

しあうための十分な交流、話

んです。想いを共有できるか

人に造園をやって欲しくない

須磨 人の想いが分からない

こんどう みつお 昭和 23 年、横浜市
出身。東京農業大学造園学科卒業。農学
博士。東京農業大学地域環境科学部造園
科学科教授。
「造園の論点」
ほか著書多数。
日頃から広く社会に提案を行っている

造園が時代の主役に成り得るか、

「環境の世紀」「緑の

す。また、ワークショップ等
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し合いをもっともっとしてい
います。

はその指示に従って業務を行

有するということはなかなか
行政の区分、担当者の違いに

であり、
極端なことを言うと、

仕事の流れとしては、当然

く必要があると思います。

難しいですが、様々な機会を
よって、同じ業者が作業をし

藤巻 市民の方々と想いを共

通じて、造園工事業の考えて

もっとアピールして欲しいで
す。造園がそういうムーブメ

になり、造園系の人がつくる

須磨 ガーデニングがブーム

と、お二方がおっしゃられ、 代ではない今こそ大切です。

事はして欲しくないですし、 仕事となると相手に迎合して

ばそれでいいというような仕

欲しいと思います。今よけれ

拡げて欲しいです。どうも、

り持った上で、新たな世界を

軸までぶれてしまう場合があ

その通りだと思います。一方

りますが、特に若い人には、

で、そうした大きな理念を協

大学でもそのような教育をし

ントになればいいと思いま

て欲しいです。

す。

庭とガーデニング系の人がつ

すね。

くる庭とで、こんなにも違う

技術をもって多くの人に共感

しっかり学び、考え、理念と

会全体としていかにして、共

〝豊かな緑”の可能性

切れやすい人が増えているの

できます。

の素地があり、面白いことが

されるプロになって欲しいで

間にしたもので、緑や花は人

は生き物に接する機会が減

須磨 緑は量より質と先生は

があります。

を呼ぶという企業の考えのも

色々な人が造園の世界に入っ

「して欲しい、望ましい」と

緑に関するコンテストの審

とに作られた場所です。

す。そういう人が増えれば造

査委員などをやっていると、 言葉…言葉には力がありま

入れやすい状況と言えます。

す。言葉が注目され、そこか

今後、造園のフレーム、造

園界も明るくなるでしょう。

めるための緑で、常緑の芝生

らブームがやってきたりしま

園事業の拡大を図るため、関

おっしゃいましたが、私も量

がポイントになっています。

作品としての緑から、最近は

り、生命感が希薄になってい

ではなく、いろいろな意味で

ません。

緑の量ありきではなく、ど

こんなに利用されていますと

ることが原因の一つと言われ

と思います。

く、造園の知恵と技術を生か

えるにはどういう言葉を使う

デンデザイナーのポール・ス

ています。

係者にはぜひとも自信を持っ

最近、子ども達をはじめ、 せば、まだまだ新規事業開拓

か、作戦を立てるといいと思

ることがあります。例えば、 園地だった場所を花と緑の空

塚ガーデンフィールズは、遊 “豊かな緑”であって欲しい

平成 年にオープンした宝

須磨 もちろん量を増やせば

う使うかがまずあって、どれ

設計には、多くの人が参加

てきています。

が、
最近は近づいてきました。

有していくかが今後の課題と

須磨 企業も緑の価値を認識

作品性から愛着へ価値変化

近藤 「環境の世紀」が一つ
のテーマになっていますが、

す る よ う に な っ て、企 業 イ

須磨 メディアの世界で仕事

民間の緑化などは、環境への
配慮というより、別の視点か

メージアップに緑を活用する

をしていると、思わぬことで

のかと思ったことがあります

ら緑を積極的に取り入れるよ

ところが増えています。以前

言えそうです。

うになってきていると思いま

よりも、専門家の提案は受け

須磨 仮にこの区間は、住民

クレームがきたときに、審

いいのではなく、倍増などを

だけ適切な緑を創出すること

しましたが、その結果、ガー

いることを提案しています。 ていても、剪定が変わること

す。東京ミッドタウンの緑化

からクレームが来ているか

議会などで判断するというの

掲げ、植えるスペースもない

す。つまり、何か伝えたいこ

メディア生かした発信も

などでもそうですが、人を集

いう提案では、弱いというお

ら、強剪定でやってくれと言

はどうでしょうか？苦情に対

のに詰め込んだりするのはナ

と、理解して欲しいことを伝

それと、いつも思うのです

変化を知ることも大事で、新

れちゃうのに…と思いつつ、 きで、いい事例が増えると、 きました。 こうした時代の

いう意図で、どのようにして

近藤 小さな公園でも、どう

の場しのぎで応え、逆に何で

しょうか？少数の苦情に、そ

と な の か、確 認 し て い る で

望むことで、本当に必要なこ

な議員さんが、緑あふれる豊

自治体のトップやいろいろ

たなニーズを探って欲しいで

言葉、キャッチフレーズ的な

います。しかも耳に残る短い

たところ、どうもコンセプト

されました。ご本人から聞い

でも関心が高く、花と緑を通

でなく、花育や木育という点

きたい。

対処療法が行われますが、そ

てからカウンセリングなどの

す。ややもすると問題が起き

れています。ですから、胸を

くし、人に喜ばれる仕事をさ

形で残り、しかも、社会をよ

ちがやった仕事が目に見える

須磨 造園の方々は、自分た

喜ばれる仕事の具現化を

切で、財政難の折、予算の有

を気に入ってくれたみたい、 うなる前に取り組むことが大

じた心の教育も行われていま

す。

ということでした。

じた最良のものを専門的な知

うのではなく、その空間に応

い空間ができればそれでいい

ません。自分たちにとってい

うした職種のことなどは考え

造園コンサルタントとか、そ

のジャーナルは健在です。メ

なっていますが、土木、建築

んどん撤退し、厳しい状況に

近藤 造園のジャーナルがど

たそうです。そこでポールさ

して欲しいと、クレームがき

は、もっと補植して華やかに

味で、ポールさんのところに

でも、出来上がった庭は地

ると、繰り返し述べてきまし

近藤 造園は厳しい状況にあ

のの一つです。

に取り入れていって欲しいも

効活用という面からも積極的

欲しいと思います。

識や技術を十二分に発揮して

極的に行って、持っている知

の能力を眠らせず、提案を積

張って仕事して欲しいし、そ

ものがあれば力になると思う
り、市民は造園工事業とか、 のですが。

近藤 須磨さんの言うとお

識、技術を持ったプロが作り

のです。
設計施工の一体化は、 ディアやジャーナルの存在は

べれば、誰にでもできるとい

に、
そんなことをしていたら、 同様です。単に資材を敷き並

出す。そうすることで、素晴

真っ先に潰れます。

が、自治体のトップや政治家

須磨 先ほども言いました

らしい空間になり、造園の技

近藤 政府は景気対策の一環

造園の知識・資格を生かす

て積極的に取り組んでいただ

も 参 加 し て、問 題 解 決 に 当

樹木を剪定するか、剪定の結

かな街をキャチフレーズにし
ていますが、具体的な知識や

本来は、トータルにみて、 技術を踏まえてそう言ってい

花や緑は、環境の観点だけ

る。何となくその場の対応を

屋上緑化や校庭の芝生化も

しょうか。

広がっていくのではないで

が、苦情を言った人が全体の

たら、もっとダメ。不要な事

どのくらいの割合か、客観的
しているから、課題がいつま

サリなくなっていたと、市民

な判断がされていないのでは

応えてとよく言いますが、行

果どうなるかという説明をす
切ったんだと後から別の苦情

ます。

ることが、確かに市民の理解

個々の公園を誰が設計し、誰

の人たちは、具体的に緑をど

で、電線の地中化や都市部の

る と い う わ け で は な く、イ

たが、希望や可能性もありま

何が最善かを考えるのがプロ

す。特に最近嬉しく思ってい

をこれまで公にしてきません

んがどうしたかというと、こ

う扱ったらいいのか知ってい

の庭は年々よくなるデザイン

るとは限りません。むしろ知

重要で、同じように日造協を

メージで言っている人が多い

はじめとする業界団体の存在
ような気がします。

以前からいろいろな機会に取

であり、その積み重ねが、信

り上げられていますが、なか

頼につながり、社会に認めら

術力が生かされることになり

でしたが、指定管理者制度な

ます。

どの普及もあり、徐々に変化

緑化を進めるといっていま

なく、緑のプロはどれだけス

すが、街づくりのプロだけで

らなければいけないと思いま

スティバル」を企画され、こ

近藤 日造協では「造園フェ

いって欲しいと思います。

と造園の方々が声を出して

要があるのです。もっともっ

民からすると、誰に頼んだら

須磨 資格はいいですね。市

とも重要です。

格を広く社会に認知させるこ

活用する。また、この種の資

とも考えないと、厳しい状況

人材を抱えて、やっていくこ

で、造園工事業界がそうした

なっていることも大きな問題

設計者の活躍の場が少なく

体の存在が不可欠で、社会的

は、そうしたジャーナルや団

り、異なる意見を議論するに

共通する課題を解決した

思いました。 やはり、自ら

聞いて、見に行かなくちゃと

人気があるそうです。それを

若い人たちの考え、お互いが

頼もしく思えます。こうした

よ、などと言われると、逆に

３年後に素敵な庭になって、 先生の言っていることは古い

全国的に取り組めるのは日造

に実現させるか知恵を絞り、

ません。こうした政策をいか

かなか事業が具現化されてい

造園事業の減少で、優秀な

す。これまでもそうした話は

こうしたときに、日造協の

るのは、３代目、４代目の若
植栽基盤診断士の有資格者を

い人たちが、自分たちの視座

らない人のほうが多いでしょ

なのだから、３年待ってほし
う。専門家がサポートする必

いと説得したんですね。自ら

そうしたところに専門家が入

がいかに大切かを、造園関係
る余地がありますし、逆に入

者はもっと理解する必要があ

れることになっていくのでは

なか実行されていません。

ないでしょうか。

キルをいかしているのでしょ

街路樹についても、こうい

須磨 ただ、業者さんの立場

う。

の理念を曲げず、その結果、 を持ち始めていることです。 何度も出てきていますが、な

からは、言いづらい現実も理

ります。

は必須だと思います。

解 で き ま す。そ し て、行 政

う 方 針 で、今 回 は 強 剪 定 を

須磨 業界から役所への働き

行っているなどの説明が今後

掛けでは、今までと変わりま

協ならではとも言えます。
を乗り越えるのは難しいかも

成長するために、意見を交え
いいかわからないというと

団体だからこそ、業界の外に

の行動に信念を持ち、きちん

れまでやっていなかったＰＲ

向けての発信ができます。一

な存在であるジャーナルや

せんから、市民に説明して、 担当者の立場も分かります。 近藤 具体的な案件に応じて

しれません。

藤巻 貴重なご意見を頂き、

を積極的に行っていると高く

き、広く知られている資格で

ることができることは素晴ら

個々の関係者の頑張りがまず

あれば、そういう資格を持っ

プロとして提案できる業界に

評価しているところです。

しいと思います。

審議会を開くのは難しいかも

藤巻 大きな理念を持って

共に取り組んでいくことが、

もって、先を見て仕事をして

日造協の方々には、信念を

社、
個人ではできないことに、 うね。

と説明し、妥協をしなかった
しれませんが、そうした解決

た人に聞こうと思います。情

のが説得力になったのでしょ

大切ですが、それだけでは対

報化が進み、いいものはどん

市民から行政を動かして貰う
方がいいかもしれませんね。

須磨 今の時代、本当に必要

ならなければとの思いを強く
なものにはお金を出しますか

放っておいても伸びていく時

大きな理念で取り組む
方法は有効だと思います。ま

しました。本日は有難うござ
た、緑を増やそう、豊かな緑

やっていくことが大事である

いました。

者の存在は嬉しいことです

応仕切れない場合もあるで

必要だと思うのであれば、 どん広がるようになっていま
をと語る人が多くいますが、 ら、

ね ！ 造園という軸をしっか

須磨 自らの意見を持つ若

藤巻 確かに市民の苦情など

業者に指示が来ますし、業者

テムのあり方を考える必要も

から、
行政の担当者が判断し、 しょう。とすると体制やシス

体制のあり方も大切

してきています。

が管理しているかということ

す。

に繋がるでしょう。
日本では、 がきたという話をよく聞きま

造園の理念を曲げず、妥協しない取り組みを

業をなくそうとしている時代

が嘆いていました。木を愛し
ていない人が切っているのだ

理由があるのなら、説明が必
動を起こす前に市民の多くが

という人もいました。もし、 ないでしょうか。市民の声に

要です。

でも解決されないのだと思い

ミザーさんのアイデアが採用

量が増えればいいのではあり

話がありましたが、それ以上

われても、全体の景観を考え

して担当者は、審議会に諮り

いった活用面や、市民との連

ありますね。

の「こうあるべき」という発

た場合に、よくないことであ

ますと応えればいいし、審議

携を強調するところが増えて

近藤 若い人たちだけでな

信にはなかなかなっていませ

れば、それをプロとして主張

市の緑は、量より質であるべ

ンセンスです。そして、
もし、 ができるかです。そもそも都

社会が動いたりすると実感す

ん。

することが大事だと思うので

そうした場合に、植えても枯
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お金になるからと、植えてい

た街路樹の枝が、ある日バッ

須磨 紅葉を楽しみにしてい

〝市民から行政〟の発想で
会は、街づくりなど全体を考

ふじまき しろう 日造協副会長、藤造
園建設㈱取締役社長。特に昨年は協会
活性化のための支部交流会に尽力。全
国を飛び回った。平成 20 年黄綬褒章

えて、もちろん造園の専門家

藤巻 司郎氏

す。

平成２２年１月１日
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