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松谷 茂

京都府立植物園の92年
～伝えたい舞台裏～



92年目

山あり 谷あり 笑いあり 涙あり

揺るぎのない基盤は

『生きた植物の博物館』

何があったのか?

何をしてきたのか?

京都府・市民に何を果たしてきたのか?

①年間60万人を下回る
②指定管理者制度
③サッカー場案

①革命

②バトル



JR京都駅

植物園

地下鉄

わずか15分



• Since  1924(大正13)年～

今年、92年目

• 総合植物園としては 国内 最古

(東大 小石川植物園は もっと古い)

• 24ha(甲子園球場6個)

• 12,000種類、12万株

• 国内初導入、初開花 多し

• 平成18年度 年間70万人超え(10年振り)

• 平成25年度 804,161人 (17年振り)

• 大典記念京都植物園(第一次近代化)

• 戦後、連合軍に接収 (第一次危機)

• 昭和36年4月25日 再開園
(第二次近代化)

• 平成4年度144万人、以降右肩下がり

• 平成14年度 57万人(最低)

• 平成15年 指定管理者制度

地方自治法一部改正

• サッカー場の案 (第二次危機)

平成17年12月1日、京都新聞

• 今では一等地、世界遺産のほぼ中心
(北山文化環境ｿﾞｰﾝ 岡崎地区と対比)

改革<革命



最近の入園者数
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数十億の投資(42億)

・新観覧温室
・植物園会館
・北山門

指定管理者制度
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大正２年頃

なからぎの森
半木神社



設計図がすでにあった
大正2年の地図

大典記念
京都大博覧会
会場予定地

大典記念京都
植物園

再開園(S36)後
京都府立植物園



地鎮祭 大正6(1917)年4月9日 (p14)



第一次近代化

中加茂橋の建設

大正6年



大正11年測図

愛宕郡役所



初代 観覧温室 (P41)

比叡山



新宿御苑 初代温室 (P41)

福羽逸人の設計



昭和8～10年

• 昭和8年12月28日、北大路橋完成

• 昭和9年9月21日、室戸台風

• 昭和10年6月28~29日、京都(鴨川)大水害

(中賀茂橋流失)

わずかわずか

1年半のみ 併存



昭和20～32年 連合軍接収
第一次危機



再開園に向けての社会的背景

敗戦～接収～植物園機能停止

再開園を望む府民の声

明るい日本の希望を植物園に求めた

一日も早い復興 第二次近代化へ

昭和36年

再開園



再開園(昭和36年4月25日)  P19

第二次近代化の象徴



• 昭和36年4月 再開園

• 昭和53年9月 市電廃止

• 平成2年10月 地下鉄「北山駅」

• 平成4年4月 新観覧温室完成(植物園整備事業)

• 同 年12月 北山門完成

• 平成7年10月 京都コンサートホール完成

• 平成14年1月 天皇杯

• 平成14年度 年間入園者数 57万人

• 平成15年9月 指定管理者制度(地方自治法一部改正)

• 平成17年12月 サッカー場案 第二次危機

144万人

京都ﾊﾟｰﾌﾟﾙｻﾝｶﾞ優勝

何をした

3

2
1トリプル

パンチ

革命=バトルに次ぐバトル



バトルと革命

• 対職員 意識革命

①『植物園てなんだ?』

②『葉一枚、枝一本 税金やで』

• 対本庁 ①人事

②予算

• 対マスコミ ①『営業 行ってくるわ-』

• 対周辺 ①教育

②商店街

還元



植物園の花・植物

• 職員が 種まきして 花を咲かせている

• 勝手には 咲いてない!

• 業者が植え付けたものではない!!

• 愛情と情熱がないと、勤まらない!!!



入園者を増やしたい

信念

『ホンマモンの植物で直球勝負』

植物には不思議と謎が詰まっている

植物のメッセージを伝える

サイエンスの場

植物財産の還元



植物園とは

• 何なのか?  P10

• 誰のために? P12

• 公園とどう違う? P11

• ‘京都府立’の重み P66



植物財産の還元

税金で成り立っていることの 認識

咲かせるだけの 時代は 終わった 「待ちの姿勢」

咲かせた花を見ていただくための 努力の時代 「攻めの姿勢」

職員に徹底し 共通の 認識



決して間違ってはならないこと

入園者を増やすために、何をしてもよい

×
ホンマモンの植物で勝負(こだわった)

○



打って出る

・対内的

「ﾎﾝﾏﾓﾝの植物園」 P25,30,34,59,74

「入園者増 大作戦」 P77

「総合力の発揮」 「攻めの姿勢」

・対外的

「行政内部」 P56,57

「営業 行ってくるわー」 P48

「地元 (保・幼・小・中・高・大)学校、町内会、商店街」



植物園に来てもらう

• 夏は暑い

夏こそ植物園が面白い

• 冬は寒い

冬こそ植物園が面白い

夏こそ温室へ! ん?

広い空間 独り占め!! 



旭山動物園 P75

• H16 小菅園長(当時)に面会

現場重視

現場の凄さは、現場が誰よりも知っている

伝える 還元する

どうやって?



旭山動物園 小菅名誉園長と(2009.11.10)



小菅さんからの宝物 P77



入園者増 大作戦 P77

「葉っぱ一枚、枝一本 税金や」 P78

ホンネのぶつかり合い 職員との対話 P77

(ホンマモンの植物で勝負したい!)

(お金を出さないと出来ないこと、お金が無くても出来ること)

A4版に6枚の 思い・夢P79 ｼﾞﾜｼﾞﾜ 実現へ!

1対1





P78





ぐちゃぐちゃ言わずにやる P79





何をしたのか 対職員
総合力の底力を信じた

『金をかけなくてもできること』
今までなら考えられない職員の努力

「こんにちは」 → サービス業

「植物財産の還元」 → 植物で勝負

・度肝を抜く植物の見せ方

・現場で園芸相談 ・たそがれ・桜・そぞろ歩き(17:00スタート)

・土曜ミニミニガイド ・たそがれ・バラ園・そぞろ歩き(同上)

・きまぐれ園だより

・園長のきまぐれ散歩

・お宝発見ツアー

・園長の挑戦状～君たちはどこまで耐えられるか～

・植物園 おもろ名前アイウエオ

園
長



『金をかけないとできないこと』
予算獲得のバトル

①冬のイルミネーション→アンケート 12% 新規顧客

②春のライトアップ

やる必要性について、職員と大バトル

府民サービスとの線引き・天秤

但し、やる条件にこだわった



プレッシャーの産物

ドギモを抜く仕掛け

『来園者を喜ばしたい』との、担当職員の思い

『植物の特性を知っているからこそ』の仕掛け

植物園は サイエンスの場 の実践



ドギモを抜く仕掛け



植物財産の還元 その1-1



植物財産の還元 その2  P39

お宝発見ツアー



植物財産の還元 その3  P115

!!!

きまぐれ園だより 園長のおすすめ花暦



植物財産の還元 その4

土曜ミニミニガイド P85



植物財産の還元 その5 P86

たそがれ・ばら園・そぞろ歩き P86



たそがれ・桜・そぞろ歩き P86



植物財産の還元 その6

園長さんときまぐれ散歩

10月25日、通算82回目



植物財産の還元 その7

• 新聞、テレビ、雑誌、ラジオ

• 「新聞記事に見る植物園」 P85

「人が人を呼ぶ」 「マスコミがマスコミを呼ぶ」

ジワジワだが、地道だが、効果は大



植物財産の還元 その7

春のライトアップ





植物財産の還元 その8

冬のライトアップ



植物財産の還元 その9

花の回廊 早春の草花展
~香りいっぱい 京(みやこ)の花小路~



Nicotiana  babybera P144



植物栽培技術と見せ方

世界一の「宝石の塔」



表を支える裏舞台こそ大事 ①栽培技術









ジワジワ と 効果

• 松谷の言うこと聞いてたら、何とかなるワッ
はじめは(何でお前に、そんなこと言われなアカンネッ)

• 本来の集客は、ジワジワ右肩上がり

• ブームは信じたらダメ!

• 当局(先生方)の、植物園に対する見方が180度

• 予算・人員確保は、なんといっても実績



②ボランティアさん
P83

種子交換事業 オータム・イン

両 輪

ほか いろいろ



社会的評価 P31

費用対効果 P32

(包括外部監査)

監査委員と大バトル! 
(P33)

大きな社会的貢献 P33



費用対効果

……と、バトル

府民利用施設の運営について

平成21年度包括外部監査













単なる「緑の多い公園」
ではない、との認識をしていただいた



入園者が減ってくると

①植物園不要論がうずまいた！

平成17年12月1日

②三大 腹立つ言葉



厳しい試練 その2

三大 腹立つ言葉

①あんたら、水だけやってたら
ええんちゃうの

②園長はん、あの土地、ナンボで
売れるんか、言うてみなはれ

③バックヤードは無駄な空間だ！



人(植物栽培)が命綱 P93

情熱

黙々

ねばり

植物園の応援団 P148

栽培担当の元職員
4人 受勲 !



10度C以下、30度C以上の法則 P114

これに、「雨」をプラスすると、最強の法則

四季折々のとっておきの楽しみ方

ひがみのかたまり



N0.1 ビューポイントが
二つある P117



表舞台を支えている

舞台裏こそ

植物園の大基盤



植物園の３つの柱・特徴 P59～65

P58



京都府立植物園

• 『生きた植物の博物館』

• 『大きな社会的貢献を果たす施設』

• 『凛とした存在』



ありがとうございました

後半は 現場で

ペコリ


