ブロッ
クが多
い。つ
じつま
を合わ
せれば
あとは
雑草が生え放題。もしくは
土だけ。見た目にも汚いが、
商売は別の面で動いている。
この緑化は役所に対する建
前なんですよね。ああしん
ど。そんな緑化駐車場を頼
まれもしないのにやっちゃっ
た大ちゃん。緑化ブロック
に玉竜をひとつづつ植えて
いく。６千苗をちょっとず
つ植えていく。まあここま
では良かったが、 日に１
回の水まき。これが大変な
んだな、大手さんだったら
時間が来たら夜間にスプリ
ンクラーですが、ベンハウ
スはそんなわけにはいきま
せん。雨とにらめっこしな
がら 日に一回はたっぷり
水をやってます。それも車
のいない早朝に、 分くら
いかかるかな。社員にはさ
せられんなー。建築の時に
「ベンハウスさん地質調査
するのに、ボーリング作業
するのでせっかくやからつ
いでに井戸にして井戸水を

使えるようにしませんか？」
「いやいらんわ、今時井戸
なんて」ところがボーリン
グも終わっちゃって、終盤
に緑化パーキングをつくる
ことになったもんだから
「やっぱり今からでも井戸
掘って」なんて始末です。
なんて計画性のないことか。
余分に 万円かかっちゃい
ました。 しかーし、今の状
況だったら「これがもし水
道料金だったら」と思うと
ぞっとする。なぜなら、水
道代とは給水代と、排出の
下水代（同額位）で構成さ
れています。これを植物の
水やりに使っちゃったら、
いらない下水代を大量に払
うことになってぞっとする。
もし井戸がなかったら、月々
万円はかかっていただろ
う。もしくは玉竜ちゃんは
涸れ枯れで一貫の終わりで
したね。なんぼお金持ちで
も玉竜ちゃ
んに毎月
万円は出せ
ない。ポン
プの電気代
だったら千
円くらいで
しょうかね。
設備代の
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んだな。大規模店舗をつく
るのに政府の建築規制があ
ります。敷地面積の〇〇％
を緑化しないと建築基準法
に引っかかる。緑地ばっか
り増やしたくない。「あれ
いい方法があるぞ」「駐車
場の地面を緑化して緑化面
積を稼いで車の停まる数も
増やそう」その目的で緑化
ブロックが開発されました。
緑の割合で ％緑化とか
％緑化のブロックが発売さ
れています。 ％のブロッ
クは車に踏まれる率が高い
ので植物は枯れやすいです。
％のブロックは植物に優
しいが緑化面積を稼げない。
こういった
せめぎあい
の末タイプ
が決定され
る。量販店
さんは基本、
緑化なんて
したくない
お店が多い。
だから
％
30

70

70

70

「雑草Ｖ Ｓ大ちゃ ん

2

ピンチに耐えられるか？」
年前に店舗を増築したと
きなぜか緑化パーキングに
こだわっていた。「駐車場
に芝生とか玉竜が植わって
いたらかっこいいぜ」これ
が始まりです。「ヤマダ電
機さんとか上新電機さんは
雑草だらけで全然あかんや
ん」なんて意気込みで始ま
りました。「ＡＥＯＮは木
を植えています。また雑草
も生えてます」なんてね。
緑を大事にする企業って素
晴らしいやん。「ベンハウ
スもかっこ
よくやるぜ」。
しかーし見
るのとやる
のでは全然
違います。
実は雑草を
生やしてる
企業さん。
目的が違う
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万円は
カ月
で元が
取れま
したね。
使い放
題使い
放題 、井戸水のポ ンプさ んあ
りが たいですね。 他には 雨水
を再 利用する方法 だが、 これ
は自 宅でやんちゃ にやっ てい
る。 見た目もさん ざんに 樋を
切り 刻んで叱られ そうで す。
雨水 をタンクにた めてい る。
オー バーフローし た水は 余っ
たゴ ミ箱に抜け目 なく貯 めて
いる。まあ価値観の問題だね。
欧米 人と同じ感覚 です。 「植
木に 水道水？アン ビリー バブ
ル」 。しかし雨水 は圧力 がな
いの でちょろちょ ろしか 出ま
せん 。自宅では最 近はじ ょう
ろに 汲んで走り回 ってい る。
運動 にはいいよ。 そんな こん
なで 水の問題はや れやれ です
しか し３か月もた つと雑 草が
攻め てくる。雑草 が生え たら
種が 落ちるまでに に抜く 、種
が散らばるとも
う手に負えない。
一番まずいのは
カタバミ、これ
は根が深く退治
が難しい。玉竜
に紛れるので厄
2

介だ。次に手
ごわいのがス
ズメノカタビ
ラこの つは
低い草丈で実
生が早い。見
逃して種を落
とされると手
におえないの
で早期に退 治しよう。 水や り
は社員にも 頼めるが雑 草抜 き
はなかなか やってくれ ない 。
彼らの言い 分は「どれ が雑 草
かわからな い？」「は ー？ 」
頭に来たの で雑草の写 真を 写
メさせた。 それでも一 向に 雑
草退治は進 まない。こ のま ま
いくとベン ハウス緑化 駐車 場
は雑草に埋 まる。実は 大ち ゃ
んがずっと 抜いてても いい の
だが「社長 草いじりば っか り
しとらんと 、ちゃんと 仕事 し
てください よ」なんて 言わ れ
そう。だか らもっぱら 早朝 と
昼休みにや っています 。最 近
はすごい草 引きの道具 にめ ぐ
り会えまし た。これな ら根 を
ひっかけて面
白いように草
が引けます。
やっぱ道具で
すね。しかし
京都の大覚寺
じゃあるまい
し、玉竜のお
2

世話 ばっかりしと られん し、
そろ そろ雑草との 講和条 件を
考え ています。気 に入っ た雑
草は、① おとなしい② きれい
な 花 の 咲 く ③ 背 丈の 低 い 。 こ
の 条件が整えば 玉竜と 共生
させ ていく。 年たて ば玉竜
は壊滅するだろうが、イージー
メン テナンスが手 に入る 。水
やり もいらん、雑 草引き も少
なく なる。実は以 前より ビジ
ネス としてもやり たかっ たこ
と。「野草緑化」「雑草緑化」
によ る「イージー メンテ ナン
ス緑 化」これが完 成すれ ば世
の中 に役に立てま す。単 植物
オン リーは人手と 管理費 がか
かり すぎます。例 えばゴ ルフ
場の 芝生の場合、 雑草駆 除は
ほと んど農薬です 。だっ て草
引き しているおっ ちゃん 見た
こと ありますか？ 最近遺 伝子
組替 芝生を売るグ ローバ ルバ
イオ企業
があるそ
うな。自
社の除草
農薬に枯
れない自
社の芝生
を売って、
そしてま
た自社の
除草農薬
を売る。
3
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これなんだ けど、芝生 とゴ ル
フ場はいい のだけれど 、排 水
が川とか海 に流れ出な いの で
しょうか？ だからゴル フ場 に
は調整池な んてのがあ るじ ゃ
ないですか 。ここで止 めて る
という役所 向けの説明 なん で
しょうかね 。しかしバ イオ 企
業にとって は繰り返し の抜 け
目のないビ ジネスでし ょう 。
そんな自然 を破壊して 儲け る
ビジネスス に「雑草緑 化」 で
立ち向かい たいですね 。ど う
して日本人って草一つないフェ
アウェイが 好きなんか なー ？
似たことで 、スーパー では 曲
がったキュ ウリや、大 きさ の
そろってな いキュウリ を売 ら
ない。なぜ なら消費者 が買 わ
ないからで す。その裏 にど れ
だけコスト と環境を破 壊し て
いるか。大 ちゃんなん かは カ
タバミとか スズメノカ タビ ラ
くらいの生 えてるフェ アウ ェ
イのほうが 球が上がっ てい い
かなです。 雑草のある フェ ア
ウェイもい いんじゃな いか と
思ってほし いなあ。ど うし て
雑草一つ生 えていない のか ？
と考える人になりたいですね。
そうすれば 行き過ぎた きれ い
主義が地球 生物として の特 殊
さがわかる かな。そん な自 然
派の人が増 えるとうれ しい で
すね。

