
【E&G アカデミー特別オンラインセミナー】造園家・高田宏臣氏 出版記念講演会

『土中環境　忘れられた共生のまなざし、蘇る古の技』

＜質問・感想受け付け中！＞ 質問や感想はリアルタイムで

受け付けしていますので、PC でご視聴の方は画面右側、

スマホでご視聴の方は画面上部の「質問」から投稿お願いします！ 

　

2020 年 7 月 14 日オンラインでの取材です。
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　「土中環境」 に目を向けていきますと、 いろんな物の見え方が変わってきます。 今現在見落とされる視点がたくさんあり、
そこから、 これからの社会のさまざまな矛盾、 環境、 文明、 命、 医療、 食糧等に関する問題を見直していかなければ
本当の意味の解決にならないのではないでしょうか。 「土中環境」 一般的にはなじみのない言葉だと思いますが、 土の中
の目に見えない環境、 ここに目を向け軸足を移していくということが、 これからいろんな分野で大切だと思います。
　　いま気候変動の時代で、 世界中の自治体が非常事態宣言を出しています。 日本も今年、 台風でもないのに大変
な災害を経験しました。 豪雨災害に遭われた方にお見舞いを申し上げます。
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指針が今まで
見ていなかった自然環境の摂理というものに、 特に私たち造園環境
災害に対してどう対処するか
木は伐ってしまえばいい
ひとりひとり
復旧もままならないうちに
どう向き合っていくか。
私たちも被災していましたが、 2 週間ほど電気もつかない状況で、 もっと被害のひどい地域もたくさんありまして
私たちも会社あげてあちこちにシート掛けや土木の処理など動きました。
千葉県内で 2 万件の屋根の被害があった。 1 カ月の間にほぼボランティアの力で仮の復旧が大方終わってると
思います。 屋根に関して。

人間として生きるということ

山のみなもと、 泥のみなもとについては、

　いま、 気候変動の時代で世界中の自治体が、 非常事態宣言
を出しています。 日本も今年台風でもないのに大変な災害を経験し
ました。 こうした時代にもう一度、 生き方や仕事のスタイルを考え直
す機会に、 その時の指針にしていただけたらと思います。
　「土中環境」 一般的にはなじみのない言葉だと思いますが、 土の
中の目に見えない環境、 ここに目を向け軸足を移していくということが、
これからいろんな分野で大切だと思います。
 
　

　

　私は現在千葉県に住んでいますが、 昨年は立て続けに襲来した台風と豪雨による水害、
風倒木、 土砂崩壊で、 ライフラインやインフラが寸断する事態が波のように繰り返されました。
私たちも被災しており、 事務所や自宅でも 2 週間ほど電気もつかずという状態…ただもっと被
害のひどい地域もあり、 うちも会社をあげて、 あちこちの屋根にシート掛けや土木の処理など
さまざまに動きました。 千葉県内で２万軒もの屋根の被害がありましたが、 約 1 ケ月の間に
ほぼボランティアの力で屋根の仮の復旧が大方終わっていると思うんですね。
　こうしたことが一人一人の向き合い方、 力でできるんだなと。
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の健全化、 水と空気の健全な循環の視点から、 住宅地、
里山、 奥山、 保安林などの環境改善と再生の手法を提案、
指導。 大地の通気浸透性に配慮した伝統的な暮らしの知恵
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本では書ききれなかった
こともお話ししたいと思い
　ます。
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これまでの 「常識」 が
通用しない時代。

「想定外」 が広域化、
日常化し続ける中に
生きるということ

2019 年 10 月千葉豪雨

　　　昨年 10 月千葉豪雨の時、
私の自宅の前で撮りました。 近所に住む
90 代や 100 歳のお年寄りは今までこんな
ことはなかったと言います。
ハザードマップに関係なくこうした冠水が
　　あちこちで発生しています。

　私は、 大学で森林分野を専攻し、 23 歳の時から造園や土木の実務の
中で専門性を磨き、 土や木々と日常的に関わってきました。 当時裏山を背
負った宅地開発で宅地造成許可基準をクリアするため、 やむを得ずそれまで
自然環境として安定していた急斜面の崖を削り、 コンクリートを練りこみ擁壁
を築きました。 ところがその後、 裏山はみるみる荒れて、 以前にはほとんど
無かったクズなどのツル性植物や、 イネ科やバラ科の荒れ地に生える雑草ば
かりが繁茂するヤブ状態になり、 植生は荒れ果て、 地表は乾燥し、 以前
のしっとりした山肌の心地よさは見る影もなく消えてしまったのです。
　2 年後のある日、 擁壁の上の樹齢 100 年ほどのケヤキの大木が、 突然根こそぎ倒れたと連絡を受けました。 長年生き
抜いてきた大木がなぜ？根の状態をみると、 大木にもかかわらず、 地下 1.5m 程度より下の根は枯渇し、 消え果てていま
した。 根が張り付いていた岩盤が水脈の停滞によって渇き、 根が枯れ急激な環境変化に対応しきれずに剥がれ落ちるよう
に倒れたのでした。
　人にも環境にも健康な場をつくろうとしてきたのに、 実は周辺の環境を傷めていた事実に気づいたのです。
　同時に環境は、 土の中でつながっているという当たり前の事実に気づかされた瞬間でもありました。

これまで積み重ねてきた造園 ・ 土木実務を
見直し、 痛んだ自然環境の再生と、 土地を傷めない環境造作、 土木工作
の実証と指導、 普及に取り組んできました。
　また、 毎年とめどなく広域化する風水害の被災地や土砂災害地に足を
運び、 周辺環境から災害発生要因を調べてまいりました。

こうした時代にもう一度、 生き方や仕事のスタイルを考え直す機会に、
ひとつの指針にしていただけたらと思います。
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災害が多発する時代です。「土中環境」というユニークな視点で、災害に強い環境改善、環境再生に
取組み、国内外で注目を集めておられる NPO 法人地球守代表の高田宏臣さんの講演会を取材しました。
災害が多発する時代です。「土中環境」というユニークな視点で、災害に強い環境改善、環境再生に
取組み、国内外で注目を集めておられる NPO 法人地球守代表の高田宏臣さんの講演会を取材しました。

オンライン
取　  材

災害というものから、 いろんなことを教えてもらえます。 それに対してどう向き合うか対処できるかで、 社会も文明も進化ができる。
すごく大事な時。 ただ災害が実際に起きてしまってから対処できることは限られているので、 緊急時ではなく、 これから日常的に
起きることを考えて、 私たちは仕事のやり方を変えていかないといけないのです。

屋根の上のシート掛け

一人一人が、 この時代を生きる意味、 どう生きるか
を見直す時 2019 年 9 月台風 15 号被災地にての支援活動　館山市　布良地区
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