1本の樹木から100haの森づくりまで、
“みどり” をつくり育てる仲間募集

Contact us!

https://www.fujiueki.co.jp

伝統とは新しい試みの積み重ねがつくっていくもの。
チャレンジが無ければ伝統は生まれない。

いかに伝えるか、最良の方法はその時々で違う
私たちは技術力をもってお客様の要望にお応えします。しかし、いくら質の高い仕事をしたとしても、それがお
客様の気持ちに沿ったものであり、また、私たちの思いがお客様に伝わらなければ意味がありません。
生き物である“みどり”は、しつらえてしまったらそれで終わりなのではなく、十年先、時には百年先の姿を考
えながら育てていくものです。そのためにはお客様、そして樹木との信頼関係が大切であり、そこに様々な伝え
る力が必要となります。

170 年続くのは、始めから新しかったから
富士植木のルーツは 170 年前の江戸時代に遡ります。
芍薬の栽培で名をはせた植木屋文藏は、「牡丹」を中心
とした花のテーマパークをつくり、多くの人に喜ばれ
ました。
文蔵は江戸・明治期に“みどり”のニーズを先取りした、
時代の先駆者でもありました。

四ツ目牡丹園満開之図

● デジタルデバイスで伝える

● 写真と図を同じ場所に表現して伝える

近年私たちは樹木医による街路樹診断の際に、調査用紙に変わるツールと
してタブレット端末を使用しています。調査データは端末を介して即座に
クラウド上のデータベースに保存されます。データを現地でデジタル化す
ることにより、結果を即座にお客様に伝えることができます。また、デー
タをデータベースに集約するこの手法は、解析や新たな知見への応用など
に大きな力を発揮しています。

現状と目指す将来像を同じ場所に表現することで、お客様
と、つくり手の意思疎通がスムーズになります。写真にマ
ジックで書きこむというシンプルな手法ですが、誰もがす
ぐに理解できるという点で大変効果的です。

楊斎延一

シンプルで美しい、この大仕事を社員みんなの知恵と力で
「シンプルで美しい」これは立曳き工法での移植作業を
見ていた外国の方から出た言葉です。
板とコロ、そして滑車を使い、人の力のみで大樹を移
植する立曳きは、重機の無かった時代には普通に行わ
れていた工法ですが、現在この技術と道具を継承する
植木屋は、全国でもごくわずかとなりました。
私たちは、日本ならではの伝統技術を後世に残して行
くということも、老舗に課せられた大きな使命の一つ
であると考えています。

時代は変わり、動力も人力から重機に変わりました。
短い時間でより効率的な仕事ができるようになった
ことで、さらに高度な技術が求められるようになり
ました。しかし、必要とされる仕事の質そのものは
昔も今も変わってはいません。美しい都市の風景を
創出するために、私たちは社員みんなの技術を持ち
寄って様々な難工事に挑んでいます。

● 水彩画によるイメージ図で伝える

● 先輩から後輩に直接伝える

お客様、つくる側、どちらのイメージも膨らむ手法です。夢
が広がることでさらにアイディアが生まれ、それが新しいプ
ロジェクトの可能性へと繋がって行きます。

OJT（オンザジョブトレーニング）は決して新しい考え方ではありませ
ん。技術が人から人へ受け継がれる職業では、昔からごく当たり前のこ
とでした。私たちはこの当たり前の基本をずっと大切にしながら次世代
の技術者を育ててきました。

「大型クレーン」によるスダジイの移植（新国立競技場）

「立曳き工法」によるクスノキの移植（有栖川宮記念公園）

伝統と先端技術、この融合が新しいという時代

● 10 年先に引き継ぐ若者達に伝える

試行錯誤の先にあるのが新しい技術、
ならば引き出しの数が多いほど、おもしろいアイディアが生まれるはず。
「知恵の蓄積」という視点で考えると、古い技術を継承していくことには
とても大きな意味があるはずです。
江戸時代の技術を大切に守りなが
ら、一方で積極的に先端技術を取
り入れる。伝統と最先端の融合が、
私たちならではのユニークな手法
を生み出します。

時には伝統を重んじ、技術者自らが日本
らしい風景の一部となることもあります。

欧米発のツリークライミングには木登り専用
のギアが使用されます。最近日本でも注目さ
れているツリークライミングと、日本伝統の
剪定技術の融合は、都市空間に新しい景色を
生み出します。

2005年

10 年後

生き物である“みどり”をしつらえるとき、その風景の十年先、五十年先の姿を見据える必要があります。若い“みどり”と共に成長した若者が、
後にその仕事を振り返るとき、後続の世代にはまだ見えていない大切な事に気づきます。それらは現在の若者に引き継がれ、そしてその次
の世代にも伝えられていきます。“みどり”を育てるということは、次の世代を育てるということでもあります。

地域と共にあるということ、
地域に馴染むということ。

生きるものすべてにとって最高の “みどり” をつくる。
時代が求める “みどり” をつくる。

求められる “みどり” をご近所づきあいから

施工

仕事納めの日に本社前の駐車場で行われる餅つき。
地域の方々や会社の取引先などに、社員でついたお
餅を配っています。また、この日に行われる門松づ
くりワークショップでは、社員が講師役を務め、小
さな子ども達やお年寄りなど、普段の業務ではなか
なか接することの無い世代との大切な交流の機会と
なっています。

春には創業時の牡丹園を再現するべく、本社前に牡
丹小屋を建て、行き交う人々に江戸情緒を楽しんで
もらったり、千葉の圃場でボーイスカウトの活動や
キャンプを受け入れたり。このような活動は一見植
木屋の仕事とは関係ないように思えますが、その時
の経験から生まれる様々なアイディアが多くの人に
喜んでもらえる“みどり”づくりへと繋がっています。

「東京ビッグサイト」、「東京国際フォーラム」といっ
た大規模なものから、保育園の園庭やレストランの
外構植栽などの小規模なものまで、様々な規模の工
事を行います。一からつくり上げる工事もあれば、
石積みや立曳きなど、伝統工法を用いた改修や、植
替えといった工事もあります。現場を仕切る監督と
して、材料の調達から施主との打ち合わせ、施工の
指示まで様々な役をこなします。品質・工程・安全
などの項目を管理しながら、職人とのチームワーク
で「ものづくり」をしていきます。最近では出版社
など、異業種とのコラボ企画も行っています。
庭・街・公園・公共施設・商業施設・オフィスづくり、伝統工法による樹木移植

東京国際フォーラム植栽

維持管理
年末の「餅つき」

再現された「牡丹園」

基本情報
■会社概要
創業

嘉永 2 年（1849 年）

資本金

99,000,000 円

建設業許可番号

大臣（特 — 29） 第１７９６号

許可業種 「土木」「とび・土工」「造園」「石」「舗装」「塗装」

大臣（特 — 30） 第１７９６号

許可業種 「解体」

庭園・ガーデン・公共施設・商業施設・スポーツ施設などの樹木・植栽管理、樹木診断

社員数

93 人（技術系 84 人、 事務系 9 人 / 男性 66 人、女性 27 人）、2019 年 11 月現在

事業所

中央支店、多摩支店、千葉支店、山梨支店、神奈川支店

グループ会社

㈱苑友造園

東洋グリーン産業㈱

社会保険

雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金

福利厚生

住宅資金融資制度、団体生命保険、独身寮（東京都江戸川区）、退職金制度

公園施設などの管理者として、日常的に植栽管理や施
設管理を行うほか、施設の価値や魅力をこれまで以上
に高めるために、イベントの企画運営、広報活動、市
民や行政との協働なども担っています。また、指定管
理や植栽管理などの公募に対する提案を行います。現
地調査や社内外関係者との会議や打ち合わせを重ね、
よりよい管理運営の計画を文書やプレゼンテーション
で表現します。「国営アルプスあづみの公園」や「山
梨県森林公園金川の森」、「荒川区立荒川自然公園」な
どの公園管理運営に加え、「群馬県立敷島公園」では
スポーツターフの管理を行っています。

土曜日、日曜日、祝祭日（但し勤務シフトにより異なる場合あり）
※年間休日総数 120 日

休暇・休業

有給休暇、年末年始休暇、産前産後休暇、
育児休業、介護休業 他

■ 研修
仕事を行う上で基礎となる知識や経験を習得するため、
富士植木では入社から 5 ヵ月間の新人研修を行っています。
研修の様子

4月
入社式

維持・運営管理研修
施設管理現場の見学
店社常設の事業場見学
積算講習会

長浦圃場での
実地研修

深川ギャザリア

管理運営

日本緑化土木㈱

■福利厚生

休日

「浜離宮恩賜庭園」や「新丸ノ内ビル」といった大規
模なものから、個人邸やお寺などの小規模なもの、ビ
オトープなどの様々なジャンルの植栽について、剪定、
刈込み、除草などのメンテナンス作業の管理・監督を
行います。多様な緑を扱うため、管理の際は、それぞ
れの場所に込められた思いを意識しながら職人に指示
していきます。また、お客様の思い描いている景色を
汲み取り、専門家として提案をしながらより良い緑を
つくりあげていきます。近年では、「深川ギャザリア」
のガーデンコートなど、花修景も手掛けています。

施工・管理
公園管理運営などの
現場での研修

公共施設の指定管理、イベント運営・協働事業
９月
配属決定

敷島公園陸上競技場

働き始めた理由はみんなそれぞれ、
共通するのは “みどり” の力を信じる心と創意工夫を楽しむこと。
聞いてみなくちゃわからない。会社のこと、仕事のこと、みんなどう思っている？
田代正人の場合

31年目

松村愛美の場合

４年目

富士植木に入社した理由は

実家が造園関係の仕事をしていたので、造園関係の職業に就こうと考えていたことと、
会社説明会に参加し、幅広く学んだうえで専門性を高めるという考え方に魅力を感じたから

富士植木に入社した理由は

机上ではなく、ʻ生きた仕事ʼ がしたかったから

出身学校：東京農業大学

出身学校：日本大学農獣医学部農学科

田嶌直の場合

経歴：1980 年 4 月 伊藤造園設計事務所に入社、設計を経験
1988 年 4 月 富士植木に入社

経歴：2015 年 4 月
2015 年 9 月
2019 年 4 月

入社
植栽管理部に配属
山梨支店に配属、市内官庁および民間の植物管理を担当

現在の仕事を教えてください

現在の仕事を教えてください

工事技術部で、計画から施工までの一括施工を
行っています。

植栽管理業務をメインに担当しています。公園や個人邸での植栽管理が主な仕事です。
たまに個人邸の外構工事なども経験させてもらっています。

仕事のやりがいや苦労する点は︖

仕事のやりがいや苦労する点は︖

生きた仕事（現場）ができます。ただし、その都
度､色々な問題に 直面し、自分の未熟さを痛感さ
せられます。現場は、常に新鮮な驚きの連続です。
自分が現場を動かしている責任感を痛感させられます。

やりがいを感じるのは、管理している公園や庭園の利用者の方に、「きれいにしてくれてあり
がとう」などの温かい声をかけていただけたときや、様々な現場を担当する中で、日程調整
や施工方法を工夫してうまく現場を回せたときです。苦労する点は、天候によって作業の進
みが左右されたり、早朝や夜中、土日に作業に入らなければならない現場もあるところです。

富士植木の強みはどこだと思いますか︖

富士植木の強みはどこだと思いますか︖

型にはまらない柔軟な発想力と対応力（行動力）！

頼りになる先輩方が多くいることです。例えば初めてやる分野の仕事でも、様々な知識と経験を持った先輩方からアドバイスをいた
だけるのがとても心強いと感じます。自分で考えることは大事ですが、本当に困ったとき助けてくれる、一緒に仕事をさせてもらっ
て勉強になるベテランの先輩方がいることが強みだと思います。

21年目

富士植木に入社した理由は

造園の仕事に就くのなら施工を通じて四季の移ろい、樹木の性質や生長具合、個体差、スケール感、
ディテールの良し悪しといった感覚が少しでも自分の中に培われていくと楽しいかな、と思ったから
出身学校：明治大学農学部農学科（農業土木・緑地学専修）緑地意匠学研究室
経歴： 1998 年 4 月
1999 年～ 2004 年
2005 年～ 2010 年
2011 年～ 2014 年
2015 年～

入社
官庁物件の緑地管理
民間物件の設計、営業、施工を担当
官庁工事を担当
工事部門にて課長。官庁及び民間工事を担当

現在の仕事を教えてください
工事技術部の課長として部下への支援・指導ほか、新入社員研修、会社の安全管理、
工事物件の技術者を担当しています。日本造園建設業協会が実施している資格の講師
や、東京都造園建設業協同組合の委員などもさせてもらっています。

仕事のやりがいや苦労する点は︖
とても一言では語りつくせません！やりがいを感じるのは地図に残る仕事をしたとき。お客様に信頼してもらえるようになった
とき。それから、提案が採用され、仕事を頂けたときなどです。測量も面白いですし、自分の感性や能力を生かした仕事ができ
たときもやりがいを感じます。造園は樹木へのリスペクトが詰まった技術です。次世代へ生命を引き継ぐ仕事に携われるのもこ
の仕事ならではだと思います。ルーティンワークをしている訳ではないので、苦労するポイントは局面ごとに変わっていきます。
あえて１つ挙げるなら、天気と人（色々な人とのつきあいや意思疎通など）でしょうか。経験してきた苦労は数え切れませんが、
1 つ 1 つ乗り越える度にそれらの対処法が身につき、それをベースに次の山へ挑んでいます。

富士植木の強みはどこだと思いますか︖
伝統的技術を大切にしながらも、新しい分野に柔軟に対応していく会社であることです。規模の大きな会社でないことから、各々
の顔や得意な分野が把握でき、個々の技量を色々な場面で活かせます。社員みんなが現場を愛し、双方の信頼を得るべく日々格
闘しており、また、現場責任者となる人物が一通りのことをすべて経験していることも強みだと思います。

小林ひかるの場合

３年目

富士植木に入社した理由は

樹木の剪定や刈込などの管理の仕事だけではなく、土木工事や、公園でのイベント企画など、
色々な種類の仕事をやっているから
出身学校名：中央工学校
経歴：2016 年 4 月

入社

研修を経て工事技術部に配属

現在の仕事を教えてください
公園改修工事の施工管理などをしています。

仕事のやりがいや苦労する点は︖
大きな工事の場合は、上司や職人さんと一緒につくった施設などの構造物が出来上がって形
に残ること、また、それを利用する人がくつろいで、楽しそうにしている姿が見られるとこ
ろにやりがいを感じます。個人邸の場合はお客様と密に話し合って要望通り、または要望以
上のものが出来た時に、お客様の喜んでいる姿が見られること、予想外のことが起こったとき、
自分の機転でうまくいったときです。苦労する点は、職人さんとのコミュニケーションです。
必要な準備やお客様のイメージを的確に職人さんに伝え、食い違いのないようにすることに
は臨機応変な対応が求められます。また、職人さんによってやり方が全く違うので、その人によって段取りを変えることも心掛け
ています。

富士植木の強みはどこだと思いますか︖
様々な現場に行くので特殊な技術を持っている人や、異業種の方との交流もあり、造園以外の事も勉強ができるところです。
規模の大きな現場が多いので、感じる事、考える事が沢山あること、また、立曳きなどの昔の伝統工法を引き継いでいる技術者が多く、
一つのやり方だけではなく、多様なやり方が学べることも魅力です。女性社員が多いので会社や現場でも細かい配慮がなされてい
ることも良いです。これがやりたいとアプローチをすると、やらせて貰えることが多いです。

