
舟橋植木４つの「創る」。
21世紀の地球に向けて

これから

舟橋植木は「持続可能な自然」と「人との共生」を大切に、本当に価値

のあるモノづくりや豊かな生活をサポートします。お客様に合わせた   

「楽しみ」のアイデアを、「創る喜び」として、デザイン、技術、地球環境、

発信の4つの創るを大切にしています。

楽しさをカタチにし、創る喜びを私たちと一緒に共有しませんか？



ともに「創る」喜びを。

Our s taff

舟橋植木は、「お客様とともに創造する喜びを共有し、最良のチームワークを選択す

るとともに、最善を尽くすこと」を企業理念としています。

デザイン設計から施工、その後のメンテナンスや緑のご相談までお客様と共に「気持

ちの良い」空間づくりと緑のある生活をコンサルティングします。

舟橋植木は緑と生活の
アートクリエイターです。



デザイン 楽しさをつくる

舟橋植木４つの「創る」。

01

当社はお客様の好みや要望をもとに、念入
りな打ち合わせとプレゼンテーションを行
います。

舟橋植木のエクステリアデザインは、外観のデザインだけでなく、お客様の「楽しみ」を引き出すための使い方、ラ

イフスタイルに合わせた機能的で利便性が高く、緑の特性を生かしたデザインを大切にしています。

お客様を迎え入れる玄関アプローチ、家族や友人と寛ぐプライベートガーデン、季節の色や香りを楽しむ、食卓を

彩る野菜や果実を植える、子どもがのびのびと遊べる場所、室内や通りからの景色を楽しむなど、楽しみ方や生

活スタイルは人によって様々です。



技術と知識を継承することで、若手の育成を行う
とともに、日本の美しい景観と豊かな環境の保持
の役割も担っています。

様々な創る喜びと楽しさの体験を文化として繋い
でいく役割があります。

技と知識 楽しさをつなぐ

舟橋植木４つの「創る」。

02

舟橋植木は街路樹や公共施設、お庭の緑のメンテナンス

を行い、緑と街、緑と生活との共生を大切にしています。

私たちの生活の中には、街路樹やお
庭の樹木などがあります。これらの緑
は、私たちの生活と共生しているため、
維持管理を怠ってしまうと緑の美しさ
を失ってしまったり、豊かな生活が損
なわれることにもなりかねません。これ
らのことから継続的なメンテナンスが
重要となります。
自然と生活が調和した空間は快適で
楽しく、居心地の良い空間となります。



学校、公園、公民館などの緑化や維持管理
を行い、美しい環境だけでなく、防犯対策
や災害の軽減などの機能面も整えます。
当社は適切な維持を行っていくために、木
の成長に合わせた管理と更新をサポートし
ます。

工場、ショッピングモールなどの大規模緑化
や管理、店舗のリニューアルや樹木の伐採や
管理などを行っています。
緑化することで、お店やオフィスのイメージ
アップやリラックス効果を生み出します。
お客様と共により良い緑の環境を提供するコ
ンセプト立案から設計施工までトータルに行
います。

舟橋植木ではこれからの地球、持続可能な環境創出を大切にしています。

年間の緑化量を見える化するなど、SDGs への取り組みも行っています。

商業施設の緑化

地球環境 楽しさをまもる

舟橋植木４つの「創る」。

03
今、地球温暖化、オゾン層の破壊、生物多
様性の減少、異常気象など私たちの地球
には多くの問題があります。
現在人類による二酸化酸素の排出量は地
球（森林・海洋地、二酸化炭素吸収を含め
た生産性のある土地）による生産量の1.7
個分にあたると言われています。

公共施設の緑化



イベント 

04

SDGs への取り組み

様々なイベントに出展し、デザインや技術を
多くの方に見ていただけるよう、積極的に参
加しています。
趣向を凝らしたアイデアや技術を試すことが
できる、わくわくとした楽しいイベントです。

SDGｓなどの持続可能な事業として、これ
からの地球に対して舟橋植木が取り組んで
いる仕事を発信していきます。
会社の取り組みを通じて、お客様、地域、
日本、世界に向けた、自然と人との共生を
実践していきます。

発信 楽しさをとどける

舟橋植木４つの「創る」。



こんな想いをもっている人に向いています。

素敵な
空間を
デザイン
したい。

技術を
極めたい。

いろんな
仕事に

挑戦したい。
とにかく
緑が好き。

どんな
資格が
ある？

他に
どんな

サポートが
ある？

成長をサポートする。

スキルアップができる。

チームワークを大切に。

資格を取得するための費用を負担したり、職人として必要な知識を現場で直接、熟練の職人
から学べます。
定期的な面談や上司からのサポート、アドバイスもしっかりと行い、挑戦しようとするスタッ
フをサポートします。

当社は、メンテナンス部、工事部、公共管理部の３つの部署があります。
様々な知識と技術が学べるとともに、新しい仕事にチャレンジしたり、責任ある仕事に従事
できる機会があります。

社内のチームワークはもちろんのこと、当社は協力会社様と連携した仕事も多くあります。
相互に高めあいながら、幅広い繋がりを大切にしています。

刈払機やクレーン、フォークリフト、高所作業車など仕事で扱う道具に関わる資格。玉掛け、

伐採、街路樹選定士など職人技術の資格。造園施工管理技士やエクステリアプランナーなど

デザインや現場管理の資格などがあります。

スキルアップのため、トライしたい資格があれば他の資格でも応援します。

お盆休みとお正月休みの他に、夏休みがあります。

10時と 15時には 15分の休憩があり、ドリンクサービスがあります。



AM9:00

PROFILE

現在の部署：営業工事部
　　　　　　部長
　　平成 7年入社

AM7:40 PM10:00 PM5:00

BREAK
TIME

愛知県　犬山市出身。

愛知県立稲沢高等学校卒業。

祖父が造園業を営んでいたこともあり、

幼少期の頃から土や植物に触れ合うこと

が多く、自然と造園の道へと進みました。

お客様と話したり、現地

スタッフとの打ち合わせ

舟橋植木のスタッフを紹介します。

WORK

作業内容や危険な

ポイントの確認後、

作業開始

Q入社のきっかけは？

学校の先生からの勧め
や、この職場に先輩がい
たこと、そして初めて会
社に来た時に見た庭造
りに感動をし、ここで働
きたいと思ったことがき
っかけです。

Q会社の印象は？

若くても責任ある仕事を
任せてもらえることや、
常にチャレンジを求めら
れる社風だと思います。

Qこの会社の魅力は？

仕事を通じてお客様と
のコミュニケーションや
チームとの協力があり、
様々なことに挑戦できる
ことや、相互に磨き合う
ことができる、成長を楽
しめる会社です。

Q学生の皆さんにむけて

「自分のやりたいことは何か？

」、 「将来的にどんな自分にな

りたいか？」多くの会社を見て

話してイメージを膨らませて

欲しいです。将来のイメージ

ができる会社に自分の想いを

ぶつけてみて下さい。お会い

できるのを楽しみにしていま

す。

朝礼・資材

準備をした

後、現場へ

作業終了後、社内

の連絡事項やメー

ルの確認、翌日の

準備をして退社。

ランチタイムは先輩と一緒な

らごちそうしてもらえること

も！



PM1:00
AM9:00

PROFILE

現在の部署：公共管理部

AM7:40

PM5:00

平成 13 年入社
三重県　伊勢市出身。

名古屋芸術大学卒業。

大学で空間デザインを専攻していたた

め、設計デザインの手伝いから民間メン

テナンス部、現在へと至る。

朝礼をして、

現場へ移動

打ち合わせや、

現場での指示

休憩の後、

作業開始

現場から倉庫へ戻り、

後片付けをして解散

WORK

部長

Q入社のきっかけは？

通っていた大学の先生
と舟橋植木の社長が知
り合いだったので、紹介
してもらいました。

Q会社の印象は？

お互いにリスペクトして、
困ったことがあったら助
け合える関係性がありま
す。

Qこの会社の魅力は？

仕事を覚えていくと、任
せてもらえることが増え
ていくので、プレッシャー
でもありますが、とても
やりがいを感じることが
多いです。

Q学生の皆さんにむけて

造園業は本当に色々な種類

の作業を行う、飽きる事のな

い業種です。特に舟橋植木で

は、日々新しい経験がありま

す。自分の能力と向上心があ

れば、 ステップアップのフォ

ローをしてくれる会社です。



BREAK
TIME

PROFILE

現在の部署：公共管理部

平成 30年入社

AM7:40 AM9:00 PM1:00

PM5:00

愛知県出身。

岐阜県立国際園芸アカデミー卒業。

メンテナンス部に１年半ほど、外構工事

部に１年ほど所属し、現在へと至る。

倉庫で道具を準備し、

朝礼とラジオ体操

現場に到着し、

作業開始

休憩の後、

作業開始

現場から倉庫へ戻り、後

片付けした後、事務所で

次の日の段取りを行う

もっと技術を磨いて、学生時代の
友達の庭を造りたい。

WORK

Q入社のきっかけは？

職場体験を通じ庭のメ
ンテナンスだけでなく、
庭を造る外構工事やイ
ベント行事などに参加し
ていることから、様々な
技術が学べると思った
から。

Q会社の印象は？

協力会社様や、異なる業
種の専門家など、色々な
方々との繋がりが多い
印象があります。皆さん
優しく接してくれます。

Qこの会社の魅力は？

様々な協力会社様と一
緒に作業することもあり
、自社とは違う作業方法
を見たり、聞いたりでき、
知識も人間関係も広が
るので良かったと感じて
います。

Q学生の皆さんにむけて

舟橋植木は3つの部署から様

々な仕事が学べ、繋がりから

多くの知識が得られるので、

とてもやりがいがあります。

毎日違った庭や風景を見て、

作業できてとても楽しいです

よ。自然に関わる仕事がした

い方にぜひおすすめです。


