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Abstract: We investigated the process of development of the landscaping industry by gardener in Japan. As a result, it is clarified that it 

is necessary to develop together with new and old job for the future landscaping industry. 

 

１．背景および目的 

わが国における産業としての造園業が認められてからま

だ日は浅く，しばしば土木建築の一部に入ることが多い．造

園業の生い立ちを遡ると，中世の植木師が起源となってお

り，その後様々なプロセスを経て現在に至っている．そこで

本研究では，造園業のルーツ及びその変遷をたどることで

造園業が本来有す職能を見直すとともに，今後の業界発展

に向けた造園業のあり方考察することを目的とする． 

２．研究方法 

本稿では，文献調査および造園業界を取りまとめている

「一般社団法人日本造園建設業協会」へのヒアリング調査

を実施した(Table1)．  

３．結果および考察 

植木屋から造園業に至る発展プロセスを歴史的観点より

｢植木師(庭師)の出現」「植木屋の確立期｣「植木屋の最盛期」

｢造園業への転換期」「造園業の社会的普及期｣「まちづくり

への展開」の 6 期に分類した．この結果を Table2 に示す．

以降は各期の特徴について述べる． 

(１)植木師(庭師)の出現(1436～1624 年頃)―日本における

作庭の歴史は古く[1]，飛鳥時代から宮中を中心に作庭が行わ

れていたとされ，室町時代東山期(1482 年頃)になると武士

にまで広がり，江戸時代寛文期にかけて各所で大名庭園が

築造されるようになった[2]．歴史上に植木業としての植木師

が初めて登場するのは安土桃山時代の近畿地方であり[1]，そ

れが江戸に伝わったとみられる． 

(２)植木屋の確立期(1625～1798 年)―江戸の人々は新しい

物好きであり，園芸種の流行は寛永期の椿に始まり，躑躅や

朝顔など時代によって流行する種類も多様であった[2]．その

過渡期にあたる寛政 10(1798)年に橘や桜草が尋常ではない

価格で売買されたために売買行為の禁令が出された[3]．この

ような園芸ブームが続く江戸の中心部の需要に応えるため，

染井では園芸書の執筆で有名な伊藤伊兵衛，菊細工の発展 

 

 

 

 

 

 

を担った千駄木団子坂の楠田右平次，花菖蒲の里堀切の小

高伊左衛門，寺島村(向島)に百花園を開いた佐原鞠塢など

著名な植木屋が誕生した[2]．こうした優秀な植木屋が江戸に

集まることにより，互いに切磋琢磨していったことからこ

の時期は，江戸の園芸文化を支えるため植木屋が育種や栽

培などの技術を研究した時代であり，職業としての植木屋

が確立した時期といえよう． 

(３)植木屋の最盛期(1799～1872年)―寛政11(1799)年刊行

の『江戸図説』や文政 10(1827)年刊行の『江戸名所花暦』

にみられるように，江戸の代表的な植木屋が開いた百花園

や花屋敷が名所化している[2]．また，嘉永文化の主役となる

江戸の町人が花見を好み，江戸の花見文化と相まって更な

る育種技術の向上による園芸文化が高まったといえる．以

上のことからこの時期は庭園の名所化に伴い，植木屋が持

てる品種や技術を世に知らしめた最盛期といえよう． 

(４)造園業への転換期(1873～1954年)―明治6 (1873)年に

日本初の公園制度である太政官布達第十六号が公布され，

東京では上野の他 5 公園が開園されるとともにこれらの公

園の整備向上がはかられ，植木屋が土木造園の工事に携わ

るようになった[1]．業務としては明治19 (1886)年に東京府

に機構として「公園部」ができ[1]，民間ではルイス・ベーマ

ー商会の番頭であった鈴木卯兵衛が独立して造園会社とし

て横浜植木商会を設立するなど[7]，業態としての造園業が確

立された．更に大正5(1916)年の明治神宮御造営付帯林苑工

事や大正 13(1924)年の帝都復興事業など植物を扱う上での

知識や技術が求められる事業があったことにより造園施工

技術が向上した[1]．昭和29(1954)年には28社の造園業者に

より「東都造園建設工業組合」が組織され[6]，以上よりこの

時期は，植木屋という育種中心の業務から工事技術を伴う

造園業へと転換した時期といえよう． 

(５)造園業の社会的普及期(1955～1990 年)―日本における

ランドスケープデザインの確立の契機として，昭和

35(1960)年に世界デザイン会議が挙げられる．昭和

40(1965)年には「一般社団法人日本造園緑地組合連合会」や

「造園設計事務所連合(現・一般社団法人ランドスケープコ

ンサルタンツ協会)」など様々な造園組合が設立され[5]また， 

 1：日大理工・学部・まち 2：日大理工・教員・まち  

調査対象 植木・造園に関する記載のある文献 「(一社)日本造園建設業協会」 
調査期間 2017年6月1日～2017年9月30日 2017年8月1日～2017年9月26日 

調査方法 文献調査[1]～[8] ヒアリング調査 

調査項目 

･著名な植木屋の抽出 
･植木屋の動き 
･主要な造園会社の抽出 
･造園業の動き 

･会社概要  
･植木屋としての履歴 
･造園事業としての履歴 
･植木屋から造園業への変遷 

 

(This is original table by authors) Table1 Outline of the survey(調査概要) 
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業法の改正や造園施工管理技士制度の実施により造園業が

広く普及していった．更に，昭和 58(1983)年より全国各地

で「都市緑化フェアー」が開催され，また平成2(1990)年の

万国博覧会である「国際花と緑の博覧会」が大阪で開催され

るなどし，多くの造園業者が造園施工工事のみならず，本来

の職能である園芸種などの商品を一般市民向けに売り出し

ていった．以上のことからこの時期は造園産業が社会的に

広く普及していったといえよう． 

(６)まちづくりへの展開(1991 年以降)―都市の緑の保全・

創出に関する初の法定計画として平成 6(1994)年に都市緑

地保全法が改正され，「緑の基本計画」制度が創設された[4]．

また，平成7(1995)年の阪神淡路大震災を契機に，まちづく

り事業への国民の参加意識の向上がみられ[4]，市民緑地制度

や緑地管理機構制度が創設される．平成 13(2001)年には東

京都で一定基準以上の敷地における新築・増改築の建物に

対して建築物上を含む敷地内の緑化が義務付けられ，これ

をきっかけに屋上緑化や壁面緑化が全国的に推進されるよ

うになった[5]．平成 16(2004)年以降になるとまちづくりに

関するランドスケープの様々な制度が制定された．以上よ

りこの時期は，まちづくり事業への参入や緑化に関わる新

たな技術の獲得，発信に至った時期といえよう． 

４．まとめ 

以上より植木屋に見るわが国における造園業発展プロセ

スは，植木師(庭師)の出現に始まり，園芸種の流行や庭園の

名所化，その後育種の確立・発展，庭園管理などを経て明治

神宮御造営付帯林苑工事や帝都復興事業など施工工事を伴

う造園業が確立・普及した．近年には，造園組合の設立や業

法改正，阪神淡路大震災を機に国民のまちづくり事業への

参入や緑に関する法の制定など，まちづくりの担い手と

様々な職能を身に付け，そして現代に至っていることが示

された．一方で，かつての植木屋が近代に造園業者となった

ことで失われた品種や技術もあるといえ，世界に誇る日本

の園芸技術が廃れている．今後は，屋上緑化や壁面緑化のよ

うな造園業が本来持つ緑をいかした職能を新しい領域へ展

開させ，まちづくりの中に応用するなど，造園業の新しい業

務と植木屋の伝統品種・技術を新旧共存させることで，今後

の業界を発展させるべきであるといえよう． 
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(This is original table by authors) Table2 The chronology(歴史年表) 

ey 区分 和暦(西暦)・時代 園芸および植木屋に係わる動き 

 安土桃山時代初期 植木づくりを専業とする新しい職業商人が近畿方面から始まる 

江戸初期 都会人に園芸趣味が流行する 
寛永期(1624～1644年) 大名庭園が各地で築造される 

植
木
屋
の
確
立
期 

寛永期(1624～1644年) 椿が流行する 
寛永2(1625)年 上野寛永寺の創建にあたり，天海僧正が吉野から苗木を取り寄せて桜を

植えたことから上野が江戸で最初の桜の名所となる 
貞享～元禄期(1684～1703年) 躑躅・さつきが流行する 

貞享4(1687)年 最古の植木屋の記載がある『江戸惣鹿子名所大全』が刊行される 
元禄～享保期(1688～1735年) 菊・紅葉が流行する 

伊藤伊兵衛が『花壇地錦抄』等様々 な園芸書を執筆する 
元禄3(1690)年 『人倫訓蒙図彙』に植木屋が記載される 

享保2(1717)年 隅田川の目母寺前から寺島村上り場にいたる堤上の左右，および品川の
御殿山に桜が植樹される 

享保5(1720)年 飛鳥山に初めて桜の苗木が植樹される 

享保7(1722)年 伊藤伊兵衛が飛鳥山と滝野川堤上に紅葉10本を植樹する 
享保17(1732)年 石神井川岸に千数百本の楓が植樹される 

享保18(1733)年 浅草寺奥山に「千本桜」として大量の桜が植樹される 
享保20(1735)年 中野村に桃が植樹される 

元文2(1737)年 飛鳥山で本格的に桜の植樹が行われる 
小金井橋付近の両岸に桜が植樹される 

寛保元(1741)年 吉原仲之町で季節ごとに梅や桜を植え替える 
明和3(1766)年 亀戸龍眼寺境内に萩が植樹される 

寛政期(1789～1800)年 からたちばなが流行する 
寛政5(1793)年 奥山に桜が植樹される 

寛政10(1798)年 橘や桜草の売買行為の禁令が出る 

植
木
屋
の
最
盛
期 

寛政11(1799)年 『江戸図説』に染井の伊藤伊兵衛と団子坂の楠田右平次が紅葉の名所と
して紹介される 

享和期以降(1801年～) 福寿草・花菖蒲が流行する 

享保期ごろ(1801～1804年) 小高伊左衛門が花菖蒲の庭園「小高園」を開く 
文化期(1804～1817年) 朝顔が流行する 

文化元(1804)年 小高伊左衛門が菖蒲の苗を移植する 
文化2(1805)年 佐原鞠塢が寺島村(向島)に百花園を開園する 

文化9(1812)年 菊細工が染井付近で始められる 
文政期(1818～1830年) からたちばな・南天・槇・柊・万年青・かつみ・松原蘭が流行する 

小高伊左衛門が富士登山の帰りに相模から持ち帰った花菖蒲を「七福神」
と名付け，この花を改良し「酔美人」を誕生させる 

文政8(1825)年 伊藤七郎兵衛が「浩養園」を開園する 
文政10(1827)年 『江戸名所花暦』が出版される 

天保期ごろ(1830～1843年) 東生が田端村に梅園を開園する 
天保14(1843)年 根岸梅屋敷が開園する 

弘化期(1844～1847年) 富右衛門が根岸新田に梅屋敷を開園する 
弘化3(1846)年 根津・谷中・千駄木・染井・駒込・巣鴨あたりに造菊ができる 

嘉永2(1849)年 斎藤月岑著『武江年表』に堀切村・四ツ目の芍薬園が紹介される 
嘉永5(1852)年 楠田右平次が団子坂南側に「紫泉亭」を開園する 

森田六三郎が花屋敷を開園する 

造
園
業
へ
の
転
換
期 

明治6(1873)年 太政官布達第十六号が公布される 

明治15(1882)年頃 土木造園の工事が出るようになる 
明治19(1886)年 東京府が「公園部」と称する機構を初めてつくる 

明治21(1888)年 東京市に市区改正が導入され，坂本町公園と日比谷公園が新設される 
明治23(1890)年 鈴木卯兵衛が独立して横浜植木商会を設立する 

明治28(1895)年 高木福太郎，田中幸太郎，高木清次郎，山口半次郎らが発起人となって東
京植物株式会社を設立する 

明治31(1898)年 東京市として最初の大公園(日比谷公園)の新設工事を行う 
大正5(1916)年 明治神宮附帯林苑工事が始まる 

大正7(1918)年 一般社団法人庭園協会が創設される 
大正8(1919)年 都市計画法が制定される 

大正12(1923)年 関東大震災が起きる 
大正13(1924)年 東京市の特別復興事業局が震災復興に伴い，公共苑地の新設整備ととも

に街路樹の劃期的増設が行われる 
東京高等造園学校が創設される 

大正14(1925)年 公益社団法人日本造園学会が設立される 
昭和13(1938)年 日本造園士会が設立される 

昭和14(1939)年 東京緑地計画が決定される 
昭和15～18(1940～43)年 名古屋や神奈川で都市計画が決定される 

昭和21(1946)年 成家銀造が株式会社富士植木商会を設立する 
昭和29(1954)年 28社の造園業者が「東都造園建設工業組合」を作る 

造
園
業
の
社
会
的
普
及
期 

昭和30(1955)年 都市公園法が制定される 
昭和35(1960)年 世界デザイン会議が開催される 

昭和39(1964)年 東京オリンピックが開催される 
昭和40(1965)年 「日本造園緑地組合連合会」が発足する 

 第9回IFLA国際造園会議を機に造園設計事務所連合が組織される 
昭和46(1971)年 「日本造園緑地組合連合会」が「日本造園建設業協会」として発展する 

業法改正により，建設業28業種の一つとして造園業が認知される 
昭和50(1975)年 造園施工管理技士制度が実施される 

一般社団法人東京都造園緑化業協会が東京都の指導のもと結成発足する 
昭和55(1980)年 日本造園コンサルタント協会が設立される 

昭和58(1983)年以降 全国各地で「都市緑化フェア―」が開催される 
平成元(1989)年 国民の祝日「みどりの日」が制定される 

平成2(1990)年 大阪で「開催された国際花と緑の博覧会」が開催される 

ま
ち
づ
く
り
へ
の
展
開 

平成6(1994)年 都市緑地保全法が改正され，「緑の基本計画」が創設される 

平成7(1995)年 阪神淡路大震災がおきる 
被災市街地復興特別措置法が制定される 

市民緑地制度と緑地管理機構制度が創設される 
平成11(1999)年 都市公園法施行令及び都市公園法施行規則の改正により，災害応急対策

等の公園施設及び国庫補助対象施設が拡充される 
平成13(2001)年 東京都で建築物上を含む敷地内の緑化が義務付けられる 

平成14(2002)年 登録ランドスケープアーキテクト制度が創設される 
平成16(2004)年 都市公園法が改正される 

景観法が公布される 
平成17(2005)年 景観緑三法が制定される 

愛・地球博が開催される 
平成20(2008)年 歴史まちづくり法が制定される 

 

植
木
師 

の
出
現 
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