「あいち花と緑を活かした健康増進地域づくりフォーラム」設立準備会
第７回勉強会（議事録）

１ 日 時 平成１８年１０月１９日（木）１３時３０分～１６時
２ 場 所 日本福祉大学 名古屋キャンパス 南館４０１教室
３ 出席者 別紙「あいち花と緑を活かした健康増進地域づくりフォーラム」設立準備会・
第７回勉強会参加者のとおり
４ テーマとねらい
（１）テーマ 「公園を活かした生きがい、健康、交流づくり」
（２）ねらい 三重県での花と緑を活かした地域づくりへの取り組みについて、三重県で
のこれまでの取り組み状況および実践事例として、都市との交流、高齢者や
女性等の地域住民の生きがい・活躍の場、循環型社会の実現に向けた総合的
な活性化施設である「いなべ市農業公園」を検討する。
５ 内 容
（１）問題提起
講師＆コーディネーター：伊藤達雄氏（名古屋産業大学名誉学長・特任教授）
・今日は三重県の事例をご報告いただきます。今回で第７回の勉強会となりますが、な
ぜ「花と緑と健康のまちづくりフォーラム」が必要なのかということは今まで繰り返
し申しあげてきましたので省略させていただきます。もうそろそろ花と緑を活かした
地域づくりを具体的に展開していきたいと思っております。ＮＰＯの立ち上げの準備
も進んでおり、今日を境にＮＰＯも出来上がっていくことになりますので、たくさん
の方々にご参加いただきたいと思っております。
・この場はフォーラムです。フォーラムというのは広場という意味で、たくさんの人が
集って情報の交換をするというものです。今日は三重県の方をお招きして、このフォ
ーラムで知識を深めてご議論いただきたいと思います。
・三重県は園芸福祉の先端をきってこられた地域といわれております。なぜそうなのか
ということを、今日は第一線で活躍されてきた後藤さんをお招きしてお話いただきま
す。お二人目の岡さんも三重県のいなべ市からお越しいただいておりますが、この事
例は町長が勉強して、町の総合政策、総合行政として園芸福祉に取り組んだものです。
総合行政の旗印に農業公園を掲げて活動をされてこられたという事例であり、花と緑
を題材にする当勉強会としては大変勉強になる話だと思います。短い時間ではありま
すが、実り多い成果が得られることを願って挨拶とさせていただきます。
（２）講演１「三重県における花と緑を活かした地域づくり」
講師：後藤 博英氏（三重県中央農業改良普及センター所長）
・お手元に三重県でつくった「園芸福祉のすすめ」というパンフレットがございますが、
園芸福祉という言葉自体は何度も聞いたことがあると思います。この園芸福祉という
言葉をたぶん日本で一番最初に使わせていただいたのはうちではないかと思います。
・そもそもの関わりですが、私は農業の関係でずっと仕事をしていました。ところで各
県に農業大学校というところがあります。基本的に後継者育成の学校で、高校を卒業
して短大ならびに大学の資格に相当するような学校ですが、そこで入校生が少なくな
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って学校をどうしようかという時に、それまでは就農準備校であったものを、もう少
し一般に開放したらどうかという意見が出てきて、いちばん最初は開放講座、オープ
ンキャンパス的なものをつくろうとしました。その時にもう少し園芸というか農業を
通じて何か新しいことができないかということでいろいろ伺った時に、園芸と福祉と
いうか、植物が持っている力をもう少し人に使えないかということがありました。
・当時、三重県南部の紀南で、平成９年に「紀南健康長寿推進協議会」というのができ
ました。三重県の中でも一番高齢化が進んでいる所ですが、そのメンバーがスウェー
デンに行って、まず園芸療法というものに関わってきました。その園芸療法からさら
に何かできないかということで、当時、九州大学の松尾先生に園芸と福祉を抱き合わ
せた園芸福祉というものに取りかかっていただきました。そして、三重県としては、
先生の指導の中で園芸福祉という言葉を使っていただいて、オープンキャンパスとし
て新しいものができないかということで進めてきたわけです。
・最初、こころの癒しとい
うことで、花づくり、ド
ライフラワーづくりなど
いろいろしました。一方
で、作業療法的なことが
できないかということで、
月１回の開放講座を１０
回程度開催し、参加者を
募ってきました。その時
に、園芸福祉という言葉
にも、こころの癒しがで
きる部分があればよいのではないかとう単純な発想でやってきましたが、いろいろ話
をしていく中で、園芸福祉の中身は何かという時に、このパンフレットの中身になっ
ていきました。
・当時、園芸療法という言葉が主流だったのですが、療法というのはどうしても関わり
が分担的になってしまい、医療というと治癒するかどうかということが引っかかって
くるわけです。植物を使って療法を施す時に、果たしてその効果が測定できるかどう
かがなかなかわからなかった所がありました。そこで、療法という言葉ではなく、福
祉という言葉を使ったらどうかということで関わってきました。
・園芸福祉には、心理的効用、身体的効用、精神的効用、社会的効用、教育的効用、環
境的効用、生産・経済的効用という７つの効用があります。この中でどれをやるのか
といろいろ言われましたが、全部やってしまえということになりました。こういうこ
とをやるときに、せっかくだから開放講座をやったメンバーで何か大会をしようでは
ないかということになりました。その時に、園芸福祉の全国大会を開催しようではな
いかということになっていきました。ただ、われわれ県の人間としては、大会という
とお金、予算が必要でどのように工面するかという話をするのですが、福祉という言
葉自体も部署によってすごく狭い意味での福祉と広い意味での福祉がありました。
・三重県の場合、福祉をやっているのは健康福祉部がありますが、保健所とか福祉事務
所とか行政的に使う場合はすごく狭い意味での福祉しかあり得なかったわけです。逆
にいえば弱者に対して施政をするのが福祉という言葉だったのです。ただ、部署的に
いえば、福祉というのはまた違った意味で、生活の質を向上させる点で、県民がいか
に健康的で生活できるかという部分が福祉ではないかという言い方をしました。そう
した意識の中で、どこで絡めるかという時に、園芸という言葉が頭にあるので農業サ
イドで物事を進めているところであります。
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・農業サイドでいけば、経済的効用しかないのではとよく言われるのですが、形式的な
考え方でいけば、花をつくったり、もらったりして誰も怒るような人はおらず、笑顔
も出てくるし、喜んでくれるということで、そこから関わってこれるのではという部
分がありました。それとあわせて、身体的効用というのは、ひとつは園芸療法、作業
療法的な感覚の中で、いちばん最初にわれわれが教えてもらったのは、たとえば障が
い者の人たちが機能回復するのに、種を蒔く時に一粒ずつ拾ってポットに入れたりし
て、しまっています。この時に、手を動かしたり考えたりします。今まで機能しなか
った部分が、一粒ずつ拾うことによって機能してくる部分があるのです。
・もうひとつは、精神的効用の部分で、満足感というか、やっていてよかったという、
こころの問題、思考力、責任感という部分です。紀南の方で、障がい者の生徒さんた
ちと花の農家が一緒になって物事を進めていく中で、耐久力のいる作業、逆にいえば
単純作業で、その人にあった作業をずっと一日同じことをやっていても絶対飽きてこ
ないということで、そうしたことをすることによって責任感を持ったりすることがで
きます。
・地域によって、たとえば公園で花壇をつくったり、道路敷で花壇をつくったりされた
りしていると思いますが、そこに関わっている人たちは、花をつくって自分たちが楽
しむとともに地域が明るくなってきているという意識の中で花壇づくりをされている
人が多いと思います。そういう社会的効用というのがあります。
・教育的効用については、たとえば学校で花壇コンクールがあると思います。これは審
査も含めて、先生が好きでないとなかなかできないのですが、先生が好きであれば、
子どもたちがそこで花をつくっていく楽しさ、花の寿命、命というものを教えてもら
うという効用があります。
・環境的効用ですが、たとえば花壇にごみを投げていくということは普通の人はしませ
ん。雑草であればわかりませんが、そこで花がつくられていればやはり周りを綺麗に
しておこうという意識がはたらきます。それにプラスして、農業展開からいえば、花・
苗供給などをすれば生産地においても経済的効用があるかと思います。
・そうした部分からいって、三重県で全国大会をした時の話をさせていただきますと、
福祉の部分、福祉をどう捉えるかが最終的に一番ネックでした。われわれの思ってい
る福祉というのは、ユニバーサル・デザイン的な考え方が園芸福祉ではないかと思っ
ています。そういう考えの中で全国大会をやってきましたが、それが１つずつ地域に
よってはいろいろ違った７つの効用のどれかである場合もありますし、１つ２つ組み
合わせてやっていただいている地域もあります。
・もうひとつ他の県にない特色は、園芸福祉を進めることによって、もう少しちゃんと
人づくりが必要ではないかということでした。県としては、平成１４年に兵庫県の県
立淡路景観園芸学校に職員３名を派遣して、園芸療法士の資格をとってもらうように
しました。この時、どういう格好で全国大会をやって次につなげていくかということ
もありましたし、ちゃんとした人づくりも必要ではないかということで、３名を派遣
してアメリカの園芸療法士の資格をとってもらうようにしました。平成１４年９月に
行って資格をとれたのが１７年９月でした。この３名は県の職員として資格をとって
いただきました。
・もうひとつは園芸福祉、園芸療法の考え方の中で、療法の感覚でいくと作業療法もそ
のひとつだと言われています。ただ、作業療法のひとつであるけれども、園芸療法は
医療機関の中にはなかなか組み入れていただけなかったのです。今でも組み入れてい
ただいていませんが、それをある程度突破していこうということで、医療機関の人た
ちと一緒になっていろいろと試行錯誤をしてきているところです。福祉施設の職員の
人たちに研修会等をして、園芸福祉、園芸療法の話をしながら意識改革をしたり、勉
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強して人づくりをしてきた部分があります。
・また、平成１７年には県科学技術振興センターとＮＰＯ法人結芽の里が協力し、車い
すに乗りながらイチゴ栽培ができる施設を開発するなど、誰もが農業や園芸に取り組
める環境づくりを進めています。障がい者自立支援法の改正で、これまで施設の人た
ちは施設の中で管理されてきたわけですが、障がい者の方々が現場で働けるために、
今年からハウスや温室等の機能性、どういう高さ、幅、間口など機能性についての試
験をする事業を今年から取り組んでいます。今後のハード面に対する準備をしていこ
うということで、いま、県としては取り組んでいるところです。
・このように園芸福祉の最初の全国大会を平成１３年度にやり、人づくりをやりました
し、そこで作業できる人たちを地域の中でつくっていき、それにあわせて作業療法施
設の機能性についての研究ということを三重県としては取り組もうとしているところ
です。もっとどんどんやらなければいけないという部分もあるのですが、なかなか園
芸福祉に対する意識というのがまだそんなに高くはないところで、いま県がやってい
ることよりも地域の方でいろいろ取り組んでいただいているところが多いと思ってい
ます。県ができるのは最初の突破口というか、ある程度波紋を投げかけるのが県の役
割だと思っていますので、地域の方でいろいろ取り組んでいただいているところです。
・私は、４月から三重県中央農業改良普及センターにおりますが、３月まで２年間、紀
南の熊野市に単身赴任しておりました。そこで紀南地域での園芸福祉の取り組みとい
うことで説明させていただきます。みなさんのお手元に「紀南園芸福祉推進プラン」
という資料があるかと思います。平成９年に、紀南地域５市町村と県で一体的に保健
福祉に関する取り組みを推進する「紀南健康長寿推進協議会」を設立しました。その
時に、スウェーデンに行かれた人が園芸療法について勉強して帰ってきました。そう
した中で、全国的に園芸福祉、園芸療法にいろいろ取り組んできて、高齢化の高いと
ころではもう少しちゃんとしたものをつくりあげていこうということで「紀南園芸福
祉推進プラン」をつくりました。ここには、県の３名の園芸療法士の資格をとった人
間を最初に配置しました。
・紀南地域における園芸福祉の展開方法ですが、三重県というのは南北格差の大きいと
ころです。津から北は産業にも恵まれていて、シャープや富士通、トヨタなどがある
一方、尾鷲、熊野周辺はどんどん過疎化してきています。過疎化の歯止めのために、
紀南地域の活性化ということで、紀南地域の振興策を考えるのですが、それと相まっ
て「紀南園芸福祉推進プラン」をつくったわけです。紀南地域では、地域の特色を把
握した園芸療法士のコーディネーターのもとに園芸福祉に取り組んでいます。
・この地域の特色は、第一に園芸療法を着実に普及させてその取り組みを核とすること
によってユニバーサルツーリズムやユニバーサルなまちづくりにつながる園芸福祉の
展開を図りつつあること、ならびに紀南地域の歴史、文化、自然環境を踏まえ、その
ままの環境を活かして園芸福祉を実践していることです。この地域の特色である園芸
を活かしながらいきいきとした地域づくり、健康長寿のまちづくりをめざしていると
いうことで、このプランをつくってあります。
・紀南版園芸福祉とは、①地域の医療、福祉施設において園芸療法を定着させ、地域に
住む人々の健康の維持・回復や生活の質の向上を図る、②園芸を通じて地域の人々の
交流を促進し、いきいきとしたまちづくりやコミュニティづくり、花や緑を楽しめる
美しいまちづくりを進める、③園芸福祉のまちという地域イメージを情報発信し、定
着させたユニバーサルツーリズムをコンセプトとして地域内外から集客交流を促進す
る、ということです。園芸を中心に高齢者の健康維持をしていこうというもので生活
の質の向上を図るものであり、もうひとつはまちづくりをすることによって楽しい美
しいまちづくりを進め、福祉のまちということで集客交流を図っていこうというもの
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です。
・では、どのように進めていくかですが、ステップ１が園芸療法で、医療・福祉の中で
園芸療法を定着させようではないかということです。それにあわせて、まちづくりで
すが、ここは国道４２号線が走っていまして、その堰堤にずっと花壇をつくって地域
の人たちによるまちづくりをするものです。もうひとつはオープンガーデンもやって
いただいています。オープンガーデンをすることによって、そのメンバー同士が見て
いただいたり、オープンガーデンを見に来
てもらう人、そこを歩いてもらう人たちを
呼んでこようではないかというまちづく
りです。それとあわせて、園芸福祉のまち
という部分では、集客交流ということで、
そこに行けば何か体験できる、ということ
が大事です。たとえば花づくりができたり、
そこには園芸療法士がいて何かあった時
にちゃんと対応できる、そういうまちにな
りましょうということです。こういう３段
階をおいて最終方向は産業・集客交流で地
域を活性化していこうという意図で取り
組んでいるところです。
・ステップ１の医療・福祉は、テーマとして医療・福祉分野での園芸療法の実践と普及・
定着化ということで、園芸療法士、園芸療法の実践モデル施設をつくり、園芸療法ボ
ランティアを育成していくということで、県が支援し、県と施設がタイアップしてや
っています。ボランティアの育成についても、講座を設けて人づくりを推進していま
す。
・次のステップ２は、まちづくりということで、園芸を通じてのいきいきとした地域づ
くりと生きがいづくりということで、紀南地域は県下でも一番温暖な地域であるので、
温暖な気候を活かして地域の花いっぱい運動をして園芸福祉活動のネットワーク化、
花づくりボランティアの養成をしていくというものです。花づくりについてボランテ
ィアをするために、花づくりボランティアの講習会もやっていきましょうということ
です。
・最終方向のステップ３が、産業・集客交流です。園芸福祉のまちという地域イメージ
の情報発信と集客交流への展開ということで、今、ここが一番遅れているところです。
県として、もうじき情報として出てくると思いますが、熊野市内の約２０ｈａに紀南
中核的交流施設を公募してつくることになっています。そこには宿泊施設や体験施設
があるのですが、そこの部分で園芸福祉という言葉をつけ、体験ができるメニューづ
くりを進めていこうとしています。
・地域の人や資源のかかわりのイメージですが、みんながかかわる場所やしくみという
ことです。園芸を通じてみんながかかわり、ちゃんとそこに参加していってもらうと
いうのが最終方向ではないかと思います。医療・福祉というのは、園芸療法、健康長
寿のまち、まちづくりは交流・生きがいづくりで、たとえば花いっぱい運動とかオー
プンガーデンなどであり、ユニバーサルツーリズムは園芸福祉のまちで、健康・安全
な農産物というイメージで集客・交流していくということで進められないかというも
のです。ただ言えるのは、園芸を通じてみんなが一同に参加できる場所をつくってい
くというのが一番重要ではないかということです。
・具体的な取り組みというのは、みんながかかわり、みんなが負けずに勝ち組というか
そういう意気込みでないと駄目です。どこかがへこんでどこかがプラスになるという
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のではいけないという意識の中で、たとえばサービスを提供する人、サービスを受け
るお客さま、地域が一体となってやっていこう、そういうのをまちづくりにもうけら
れたらということで取り組んでいるところです。
・具体的な取り組み内容についてですが、園芸療法の取り組みとして、医療施設・福祉
施設における園芸療法の取り組みを普及・推進するとか、園芸療法の効果実証を行う
ということです。しかし、療法士がいてもなかなか効果実証ができなかったので１年
かけて、その施設でいろいろ省令にもとづき、効果実証をしてきて、その結果は全国
の園芸療法とかそういう大会の中で効果実証について説明をしてきているところで、
関係する専門機関との連携による研究体制を整えるということです。また、園芸療法
の普及・体験プログラムを提供するということで、体験プログラムを今つくっている
ところであります。また、サポートする人材、ボランティアの人材を養成していると
ころであり、啓発のための施設づくりに取り組んでいます。まちづくりについては、
オープンガーデンを進めていこうとしているところで、ネットワーク化をしていこう
としています。産業交流については、園芸福祉や園芸療法の体験希望者やボランティ
ア、研修生の受け入れ体制を整備する必要があるのではないか、地元の資源を活かし
て健康・安全志向の農産物を生産し、消費者との交流を図り、農業体験の機会を提供
し、ユニバーサルツーリズムを展開していこうということで、今取り組もうとしてい
ます。これがひとつの紀南地域での取り組み内容です。
・もう一方で生産する側の話ですが、これまで生産する側は、花苗を作ったり、切り花
を作ったり、あぜものを作ったりしても、市場経由で生産者と消費者が顔を合わすと
いう機会は少なかったと思います。今の状況の中ですべての農産物は、できるだけ生
産者と消費者の顔が近いところでものを動かそうとしています。園芸福祉という部分
での捉え方からいえば、たぶんみなさん方が、たとえばお見舞に行ったり誕生日の時
にお花を持って行く時に、だいたいバラを使ったりというのが多いのではないかと思
います。そうではなくて、園芸福祉の話をしていく中で、花の持っているこころとい
うか、花は何を持っているのかという部分です。たとえばみなさんは花ことばをご存
じだと思います。生産者は花ことばとか花の持っている色とか香りとかその効用がど
うかということではあまり売っていません。そこで、われわれは生産者に対して、も
う少し花の持っている心とか香り、色、花ことばを提案することによって消費者と接
点が持てるのではないかという話をしているところです。
・１つの例をあげると、農家の人が自分でも花を売っており、神戸の百貨店に花を持っ
ていっていたのですが、最初の頃は持っていって話もせずに置いて売ってきていまし
た。たぶん普通の消費者の方は、その管理をどうしたらよいかということを鉢物など
については聞かれると思います。贈り物をする場合でも管理の仕方は聞くが普通の花
屋さんはなかなか具体的に管理の方法について、たとえば胡蝶蘭でも花が終わった後
はどうするかということをなかなか教えてくれません。生産者はその辺をよく知って
いて、そういう話を月１回行くたびに丁寧にしてくることによってその人が行く日に
はちゃんと買いに来てくれるようになりました。先ほども言ったように生産者はただ
売るだけではなく花の効用を知るということで、新しいビジネスチャンスになるので
はないかなと思います。
・あと１つは、食育ということで食べ物も一緒です。先ほどＮＰＯの話をしましたが、
花は、種をまいて花が咲いて終わるのに半年くらいの間で枯れてなくなりますが、そ
の時に先生によっては、花に水をやらなかったらどうなるのかということを、たとえ
話でわれわれ人間だったら食事をしなかったらどうなるかということで、いろいろ話
してくれる先生がいます。われわれは仕事の関係ですが、子どもたちにわれわれだけ
でなく農家の人たちがそういう話をしてくれます。そういう話をすることによって命
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の尊さをこういう園芸を通じて知っていただくという部分がすごくあったかなと思っ
ています。そういう意識的なことをいかにしてうまく伝えていくかということでいろ
いろ県とか地域の方でやっていただいてきています。
・各地域でどんな取り組みをしているかということで、いなべ市を除いて他の三重県で
の取り組みを少しだけお話します。おもしろいのは、いなべ市の農業公園、もうひと
つは名張市で、ここは最初平成１３年に全国大会をした時に三重県園芸福祉研究会と
いうものを立ち上げてそこの会長が今の名張市の人であり、顧問が名張市の市長でし
た。市長の思いと会長の思いがすごくよくて、名張市においては一番園芸福祉の取り
組みというのが進められています。ここは、名張市園芸福祉推進協議会を設立して市
がある程度事務局的な格好でやっていただき、園芸福祉士の資格を取ってもらったり、
地域グループとか教育グループとかをつくられていろいろ取り組んでいただいている
部分があります。ひとつ言われたのは、ここでは園芸福祉士の資格をとった後どうす
るかということをよく言われたのですが、そういう情報提供やネットワークをつくる
ことによってお互いにどこでもすぐに声をかけてもらえるし、行けるようなシステム
づくりを特に名張市にはしていただいているかと思います。
・たとえば名張市では「なでしこの会」
、伊賀市では「あした葉」というグループをつく
っていただいたり、いろいろしているところです。ふしみの場合は身体障がい者養護
施設で「まってらしんぽうよう」さんというところで、ここは元々身体障がい者の施
設です。ここでひとつ花を作って、逆にいえば地産的な施設といえますが、ここで障
害のある方が生産してその花を売って活動費にしていこうということがあります。ま
た、ここの施設では、花を使って機能回復的な部分というのがありますが、地産施設
的な活動もしており、少しでもここで生産しできあがった産物を地域の人たちに買っ
ていただくという取り組みをしています。
・今は津市の「ふくじゅそう」というボランティアで児童施設とか福祉施設で、花壇作
りとか苔玉作りをやっていただいているところもあります。
・もうひとつ志摩市の福祉農園「はばたき」というところがあります。志摩市というの
は近鉄で行けば「賢島」という終着駅のあるところです。前は阿児町でしたが、そこ
の町長が福祉ということに高く意識を持たれて障がい者の人たちのための温室を建て
られました。そこで花作りをされ、できあがったものを「レインボウ」という直売所
をつくって、つくったものを売って活動費としたり、一緒になって地域の人たちと障
がい者の人たちが花を売って一体となるような仕組み作りをされているところがあり
ます。
・特色としても、いま事例としてあげた福祉施設との兼ね合いという部分が話題となっ
ていますが、もう一方で地域との兼ね合いというのがたくさん出てくるのではないか
と思います。熊野のオープンガーデンや道路花壇作りなどそういう部分がもっとこれ
からまちづくりという部分でできあがってくるのではないかと思っています。
・この花と緑を活かした地域づくりということからいけば、ユニバーサルの観点、われ
われの条件からいえば花の持っている気持ち、こころ、特性の観点が大事です。たと
えばこれまでの公園であればブランコがあったりジャングルジムがあったり鉄骨でつ
くられたものが基本的にあって大きな木が植わっていたというのが一般的で、そうい
う公園はたぶん公共が管理していると思います。しかし、これからの地域づくりを考
えると、そこでたとえば花壇づくりを一緒になってすれば、市・町は理事会に対して
委託費を払われて管理をしてもらっているところが多いと思うので、今、三重県でも
そういう費用をもらいながらちゃんとした公園を花壇としてやっていこうではないか
というところが増えてきています。
・私は鈴鹿の田舎に住んでいます。もともと農家が中心でしたが、今は非農家の方が倍
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くらいになっています。そうなってくると、どこも一緒だと思いますが、だんだん地
域のつながりがなくなってきているのではないかなと思います。地域のつながりを戻
すためのひとつの手法として花づくり、まちづくりが考えられるのではないかと思っ
ています。
・それとあわせて学校でも食育ということで話をしますが、親子の関係というのはなか
なか会話がしづらいですが、間を飛ばして、おじいさん、おばあさんと孫の関係は割
と素直にお互いがいけるのではないかと思います。花づくりにしても３０代から５０
代前半の人はあまり経験がないと思いますが、６０代のおじいさん、おばあさんの世
代はそういう花づくりにも関わってこられています。それとあわせて地域の横のつな
がりもお孫さんたちと一緒に花づくりをすることによって地域の一体感がでてくるの
ではないかと思っています。そういうことを手がけていく必要があり、そこに生産農
家が技術的な指導をしていければ楽しい地域づくりができるのではないか、花と緑を
活かした地域づくりができるのではないかと思っています。
・どうしてもわれわれ厚生の人間としては福祉の捉え方がいろいろタイプによって違い
ますが、最終目標は花とか何でもよいので何かを通じて横の連携をとり生活の質が向
上できれば一番よいかなと思います。ただ物を作って売るのではなくて、花とか野菜
とかそれを食べてもらったり買ってもらったりして、それがおいしかった、良かった、
じゃあ買っていきましょうかという反応を示してもらえば元気もできます。自分たち
が作ったものが喜んでもらえれば、高齢者の人たちももう一回がんばりましょうか、
地域のために役立ちましょうかという意識を持ってくれるのではないかなと思います。
そうしたつながりをひとつの食物を通じてできれば良い地域づくりができるのではな
いかなと思っています。
・ぜひみなさま方もそういう中で園芸を、花、緑をひとつの題材として活用していただ
ければありがたいなと思っています。
（質疑応答）
・名古屋市みどりの協会 小幡氏
園芸療法のボランティアとして養成された方とか、園芸福祉の人材として講座を受け
られた方とかいらっしゃると思いますが、そういう方を登録したり派遣したりする組
織があるのかということについてお聞かせください。また、地域でのボランティア活
動をやってみえる方がたくさんおられるようで、講座を開いたり、場所の提供とかを
やっているようですが、それ以外に何かやっていることがあれば聞かせてください。
・後藤氏
基本的にボランティアの人たちは地域で登録をしていただいて、地域の中で勉強して
いただいています。名張の人は名張の協議会の中に登録していただいて、そこで使っ
ていただいています。紀南は紀南で、基本的には養護の推進員さんとボランティアの
２つで、県の方で講座をひらいてつくってきています。県としては養成学校でそうい
う講座を設けている部分と、地域では熊野については基本的に紀南健康長寿というと
ころで講座を設けてやっているところです。
・名古屋市みどりの協会 小幡氏
個別の支援は、県の方は講座みたいなもので、それ以外のところは町村でやるという
ことか。
・後藤氏
県の人はなかなか個々に対する支援ということはできません。県の考え方としては基
本的に人材育成的な部分を県がすべきではないかと思います。あと施設については、
県としては今年１つだけ実証できるハウスをつくるのとあわせて、園芸施設というの
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をつくってきました。ただ、続いてどうこうということは、ちょっともう県としては
できないけれども細かい部分については市・町が対応してくださいということでお願
いしているところです。
・自然応用科学㈱ 神澤氏
民間企業として園芸福祉の方で参入してみたいと思うのですが、民間がやっていくに
は、ある程度マーケティングとか市場調査とかをしてから参入していきます。どの程
度の利益があるのかなど収支も考えてやっていかなければならないですが、たとえば
そういう社会福祉法人とかその施設の中で、園芸福祉というのは、たとえばどれくら
いの需要があって、もうけられているのかどうか。また、民間企業、たとえばうちの
会社は農業で使われる培土のメーカーですが、うちの会社が参入した時、園芸福祉に
参入してやっていけるのかどうか、どういう可能性があるかお聞きしたい。
・後藤氏
２つ目の質問の部分ですが、たぶん今まで培土とかについては福祉活動については、
あまり事例としては聞いたことがないです。ただ、うちの地域で、施設での栽培用の
培土は他者がいろいろつくったものを持っていって一緒になってやっていることはあ
ります。もうひとつは、民間管理がはたしてできるかというのは率直に言うとわかり
ません。熊野の方でやっていた時に思ったのは、福祉施設の施設長さんの意識の問題
です。いろいろ事例がありますが、たとえば特養の施設で、理事長さんたちの考え方
によってかわる例があります。三重県の隣の和歌山の特養施設ですが、そこの理事長
さんたちはドクターです。そこでは基本的に入れる部署は入れて、ちゃんと意識的に
はじめから、いろいろ考えてやっています。たとえばそこの施設を建てるときに平屋
にしました。１階建てで２階建てにはしませんでした。車椅子でもなんでもすぐ外に
出れるような建て方をしてあり、すぐに作業ができます。そこに花壇とかがあり、ち
ゃんと車椅子で対応できるような施設にしてあります。そこでそれなりにちゃんと農
家の方がプログラムを組んで機能回復されているところもあります。だから、いわゆ
るハード面というより、まずひとつは理事長さんの考え方によるところが大きいです。
建てるについては、そういう施設であれば平屋ですぐ外に出ていけることを考えてい
ただけることが重要です。２階、３階になった時にはなかなかむずかしいのではない
かと思います。何度も言うようですが、紀南はなぜそんなふうにうまくいったかとい
うと、診療所の先生、ドクターとも、平成９年から関わってきて、やはりドクターの
了解があって、施設長さんたちもそれなりの理解が得られたから、療法のいわば合格
点もとれたのではないかと思います。われわれ県として一生懸命努力したのは園芸療
法がいわば医療の先手に組み込まれることをいちばん望んだのですが、なかなかそこ
がむずかしいです。社協の方として見方はできるみたいですが、むずかしいところか
と思います。
・事務局
今の話の補足ですが、われわれが活動の中で、医療機関に関わる話は、やはり医療機
関としては、病院の室内で機能を完結したいという話がありまして、そういう時に、
花とか緑は患者さんの心のケアに役立っている中で、そういったものができないかな
という話はあります。最近では、なるべくそうした負荷がないような、ベランダガー
デンのようなところでもできるものとか、今、園芸とか関わり、ありようがかなり変
わってきているものですから、そうしたものに人間のライフスタイルとか、そういっ
たものにあわせて、農業に関するいろいろな面も含めて、こういったものがあるとい
いなという話はしています。以前、話に出たのは、器具の方ですが、たとえば視力の
なくなった方の器具ですが、まさに人間工学を考えているような器具があった方がい
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いとか、いろいろな面でバリアフリーな資機材の試験というか、そういった発掘は求
められているのかなという気はしています。
・岐阜県園芸福祉士 江口氏
今、三重県の方で、県とか市町村がたいへん活発にやってみえるようですが、そうい
う各地域で新しく立ち上げた時に財政的な支援とかいうのはある程度設けてみえるの
ですか。個々で支援してくれる方とか、当然ボランティアですので、お互いに自分た
ちの中である程度なんとかしようということはあると思うのですが、それに対して、
ある程度県の方から支援というのはあるのでしょうか。
・後藤氏
人の育成については県でやります。だから自主活動についての支援というのはほとん
どないです。紀南の場合は基本的に県の職員が養護士ですので、そういうことはでき
ます。あとの部分については、市町の方での協力をお願いしているというのが実情で
す。よく言われるのは、ボランティアの人たちだから報酬はまったくゼロでよいかと
いうことです。われわれはＮＰＯ法人をつくって、ちゃんとそれなりの価値提起をす
るので、それなりの報酬というのは必要ではないかということで、今、一生懸命やっ
ているところです。ただ、そこは意識的な部分でなかなか大変むずかしいところかな
と思っています。ひとつ考えられるのは、地域の中で、たとえば地域通貨をつくって、
そういう部分の中でうまくバックする手法というか、中の流通物として意識的な部分
を持っていただいてうまくボランティア活動にバックできる手法があると思います。
ただ、たぶんわれわれ県の人間がなかなか言いづらいところですので、地域の中でそ
ういうことも考えていく必要があるのではないかと思います。すべてがボランティア
で物事が片づくものではないというふうに思っています。

（３）講演２「公園を活かした生きがい、健康、交流づくり」
講師：岡 博氏（いなべ市農業公園公園長）
・いなべ市農業公園は、いなべ市藤原町の鼎という所にあり、三重県の最北端で車で３
分もすれば岐阜県に行ってしまう所で、中山間地、山の中にあります。名神高速の関
ヶ原インターまでは約２５分、東名阪の桑名インターまでは約４０分くらいです。
・そこに、なぜ公園をつくろうという計画が舞い上がってきたかというと、昭和４６年
くらいから、用水のダム工事が始まりました。それに伴って、当然、ダムですから農
地が水没していくわけです。その水没していく農地の代替地に、山を開拓して農地を
つくってあげようということで、県の造成事業でやっていただいたわけです。いろい
ろなものをつくってきたわけですが、山の中でございまして、猿や猪、狸なども出て
きますし、そういった中で、農業で活動していこうというのは非常にむずかしくて、
だんだん荒れてきて草だらけにになってしまいました。そうなってくるとどうなるか
というと、当然、目についてくるのが産業廃棄物とか不法投棄です。三重県のいちば
ん最北端、いちばん奥の水資源地で、そこで水を濁したらずっと四日市まで汚れてく
るということになるので、やはりそういうことではいけないということで地元が立ち
上がって、町の方へ何とかその土地を開発してくれないかという要請が出てまいりま
した。それで、町の方では工場誘致などいろいろ考えてきたわけですが、やはりもと
は農地であったので、そこを買い上げて農業公園をつくりあげていこうということに
なりました。
・農業公園をつくっていくにあたって、各課に対して、今、問題として起こっているこ
とは何か、これから十年先に問題として起こってくることは何かということを全部出
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してこい、と町長が命令をかけました。それで出てきたのは、まず福祉の問題です。
藤原町では既に高齢化率が２５％を超えておりました。したがって、町ではよく高齢
者の先進地だとう言い方をしていましたが、そうした形で高齢化が当然進んでいきま
す。そうした時に坪当たり７０万円とか 100 万円をかけたデイサービスをつくって、
老人の方に満足をしてもらえるのか、それで解決できるのかということを当時から言
っておりました。
・かたや農業面積は 600ｈａほどの水田があり、そこを１８人の農業者で約半分ほど耕作
しているわけですが、あとの半分はだんだん荒れてくるわけです。いま自給率が非常
に下がっている段階で、将来、外貨を稼げなくなった時に、よそへ食べ物を買いに行
けるのでしょうか。その時に農地が荒れていたのではいけないということで、それま
で公園で守れということを言い出しまして、農業の振興を図っていくことを打ち出し
ました。
・もう一点は、いま非常に騒がれている循環型社会、環境の問題です。ここを何とかし
なければいけないということで、そういった形で農業の振興、福祉の充実、都市との
交流、それから循環型社会の構築を図るという４つの柱を掲げて、それを実践してい
く場、実験していく場という形になってまいりました。ところが、今までの行政とい
うのはご存じのとおり縦割りでして、教育の関係は教育部署、福祉の関係は福祉部署、
農業の関係は産業課という形で別々でした。そこを一本にしてやっていけということ
を打ち出されてきました。
・実は、私は行政マンではなくて、平成１０年４月に役場に入れていただきまして、そ
れまでは農協の方でお世話になっておりました。公園事業をやるということで入れて
もらったわけですが、当時は草だらけの中で何とか高齢者の方に仕事に来てくれとい
うことを私も頼みましたし、町長の方からも頼んでもらいました。やっと５人の方に
来てもらって、その方たちの草刈りから始まって開拓をやってまいりました。
・だんだん草がなくなってきて見えてきますと、住民サイドの方は非常に心配になって
きて、そんな山奥に公園をつくって誰が見に来るのか、どこから来てくれるのか、採
算がとれない、維持費はどうするのかということで、反対運動とまでは言いませんが
住民運動的なことが起こってまいりました。僅差で元職が勝たせていただいて、今ま
で進めてきたというのが現状です。
・それで５人の方に切り開いていただいてやってきて、町長からいつものロマンの話を
聞かされてやってきていましたが、地元に帰ると、みなが賛成しておりませんでした
ので肩身が狭いわけです。それでいろいろなところに行って公園の説明をしましたが、
十年先の話をするのでなかなか見えてこないわけです。見えてこないと、町民はよけ
いに不安になってきて、よけいに反対してくるわけです。説明をすればするほど反対
運動が起こってきて、その時にひとりの高齢者がこういうことを言われました。町長
を前にして、いくらおまえがうまく説明しても反対運動は治まらないと言いました。
治まらないけれども、いま自分たちが植えている梅が実をつける時には絶対この梅が
ものをいってくるので心配をせずにやれ、それまで自分たちもやってやるということ
でした。ようやく平成１２年から１５年に梅の実がなって花が咲いてきたら、住民か
らそうした行動はほとんど出てこなくなりました。それまでは、ほとんど仕事に就こ
うという人もなかったのですが、それからはどんどん自分も使ってくれという申し出
が出てきて最終的に６０人にまでなりました。これ以上使っていくと、もちろん財政
の方も厳しいですし、事故が非常にこわかったです。事故が起きた時に非常に問題に
なるということで、これ以上は無理だということで、そこで打ち止めになって町の合
併という形に進んできました。
・町長の話をしますと、町長はちょっと変わった人で、いろいろなロマンの話をしてき
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ます。いつも口にしていたのは、右手にロマン、左手に電卓ということでした。ロマ
ンを追いかけるだけではなく、採算にのるかどうかということをしっかり見極めない
と、いってはいけないということを常々言っていました。
・これほど住民が反対をする公園を、それでも思い切っていったというのは、どうして
か。どこで石橋を叩いていたのか、確認をしていたのかということですが、町長と一
緒にいると、いろいろな大学の先生、あるいは大会社の社長さん、学識経験者に会う
わけです。その方たちに自分はアホだから教えてくれということをいつも言って熱心
に話を聞いていました。聞くというよりは自分の意見をバンバン先生たちにぶつける
のです。いろいろなことをぶつけて、何人もの先生がいけと言っていた、だからいく
のだということで、そこで石橋を叩いていたわけです。逆に住民サイドで石橋を叩く
と、住民には選挙でまたお世話になるという利害関係が絡んできます。ところが大学
の先生も学識経験者もそうした利害関係が絡んできません。そうした方々により、町
長は石橋を叩いて大丈夫かどうか確かめているのだということを私もわかってきまし
た。だから、この町長についていっても大丈夫という気持ちになり、いくら反対をさ
れても、そうした先生方のところで確認をとって進めてきているのでよかったという
ように感じております。
・そうした中で、本当にわからずに手探り状態でやってまいりました。それで、先ほど
述べた４つの目標をやっていくということで、ひとつは農業振興の話です。農業の振
興は、今いちばん遅れている部分です。おろそかになったということで、これからは
相当力を入れていかねばならないと思っていますが、ひとつは５６ｈａある公園です。
この公園の片方は３８ｈａの梅林があります。もう片方はエコ福祉広場といって１８
ｈａの公園で、２つに分かれており、直線距離では 500ｍほど離れていて、車では５分
くらいかかります。そこにいろいろな花木を植えました。町長は、建物は建てない、
建物は建てた時が最高であって、だんだん悪くなっていくものだと言っていました。
木は植えた時はみすぼらしいものでもだんだん良くなるし、その木が人を寄せ付ける
ようになるので、木を何でもいいのでとにかく植えろということでした。建物は高齢
者の厚生施設とか最低限のものは建てるが、他のものは建てません。建てたら維持管
理費でやられてしまうということで、とにかく木を植えるという形で始めました。そ
れで、そこに植えてある花木の剪定をして、接ぎ木をしたり挿し木をしたりして、苗
をつくって、それが売れるかどうかを梅まつりとかボタンまつりで出してみて、売れ
るとなった時に農家におろして、それをつくっていただこうと考えているのが一点で
す。それから、３８ｈａに梅が 100 種類で 4,500 本植わっています。したがって、梅
がどんどんとれますが、梅をとってどうするかと言われました。誰でも考えるのは梅
干しをつくって売るとうことですが、これほどスーパーとか量販店に梅が並んでいる
時代に、名もない藤原町の梅干しをつくって出ていっても勝負ができるのか、時給 800
円のおばちゃんを使ってつくらせて採算ベースにのるのかと叩かれた時に、絶対のせ
れる自信はありません。だから、うちは、みなさんに梅干しをつくってもらったらよ
いのではないかという発想になって、４ｋｇほど入るスーパーの買い物袋１袋を 1,000
円で買ってもらって、どうぞ摘んでください、摘んでいって梅の漬け方はこうですよ、
ジュースの作り方はこうですよ、ジャムの作り方はこうですよ、というパンフレット
を同時に渡して自分たちでやってくださいという形で、梅を自分たちでとりに来ても
らってやっています。加工品もつくっており、エキス、ジュース、ジャムはあまり市
販されていませんし、健康食品としてよいということで、その分は若干つくって販売
しておりますが、あとは青梅ですべて出しているという形で行っています。
・もう一点は、今年から始めたのですが、三重県が開発した地鶏がございます。名古屋
コーチンは有名ですが、それに劣らぬ名地鶏があり、いま紀州地鶏という名で販売さ
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れております。それをやってみようということで、ひよこを公園の中で飼っておりま
す。販売網を開拓しておいた上、今度の３月にレストランがオープンするので、その
時に食べてもらって、これもいけるとなった時に農家のおじいさん、おばあさんに、
100 羽、200 羽と飼ってもらって、何とか農業振興を図っていきたいということで、試
験的にやっております。一方、町長の農業振興の考え方は、600ｈａある水田を１８農
家でやっているわけですが、その残りが荒れてくるので、そこを公園でやれというこ
とで、何度も電卓をたたかされました。電卓で何度も計算をしてみましたが、どんな
にやっても採算にのりません。町長は農器具を入れる格納庫などについては減価償却
をみなくてもよく、直接経費だけみよと、転作補助金が今の状態でずっと先までいく
というのであれば採算にのせれる可能性はあるのですが、それがダウンしてしまうと、
ちょっとのっていかないということで、これは断念をしております。農業の振興につ
いては、そのような取り組みをしてきております。
・それから、都市との交流はどういうことをやっているかといいますと、クラインガル
テンはご存じかどうかわかりませんが、都市の方に住居付きの農地を貸し与えて、年
間５０万円で借りていただいております。これは 100 ㎡の畑と、家の中にお勝手、風
呂、トイレがあって、１階と２階と２部屋ありますが、それを年間５０万円で貸し与
えています。これは国の補助事業を受けまして 5,000 万円ほどで建てました。８棟あ
り、毎週、名古屋、四日市、鈴鹿、等々から農業をしにみえます。土曜日にみえて日
曜日に帰っていきます。今は、きゅうりやなすをつくってもらって楽しんでもらって
います。１年間５０万円という契約ですが、長期的に借りてもらえればということで、
最長で５年契約という形を出しましたら８棟のうち６棟が５年にしてくれということ
で言ってきました。今年ちょうど５年契約が切れるわけです。あとの２棟だけは２年
契約でしたが、そのあと入られた方が５年契約にされて、今は満杯で待ってみえる方
が５、６件おります。そういう形で喜んでもらっております。
・ここは猿の害がありまして、貸す時にフェンスもあるし大丈夫と言い切っていたとこ
ろ、夏になったら中に入ってきて、とうもろこしは全部食い散らかすし、スイカもや
られて、借り手の方に非常に怒られました。猿の方が賢いということで勘弁してくれ
と言っていたのですが、断り切れなくなって自分のポケットマネーでとうもろこしを
買ったりもしました。一体、猿がどこから入ってくるか見張っていたところ、入口の
ドアの下に約１５ｃｍの幅があり、そこから出入りするのがわかったため塞いだとこ
ろ入ってこなくなりました。自分が見張っていたというのをクラインガルテンのどな
たかが見ていまして、そこまでやってくれて猿の害が出るなら仕方がないとこらえて
もらいまして、そうしたこともあり今に至ってきています。
・それから、梅林公園は３８ｈａで 4,500 本植わっているわけですが、３月の花の時期
には約 27,000 人もの人が入ってこられます。それから、６月のもぎ取りの時には 1,500
人くらいの方が来ますので、各自取ってもらっています。今は花を見ていただくのは
無料という形で入れておりますが、将来的には何らかの入園料をいただかないと維持
管理がやっていけないと考えております。
・なぜ梅を植えたかということですが、桜を植えよう、あれを植えよう、この果樹を植
えようなど、いろいろ話を出しました。話が戻ってしまいますが、僕は平成１０年に
役場に入れてもらったという話をしましたが、入った当時は庁舎内で、町長と僕が公
園のことで話をする時間がなかなかお互いにとれないわけです。夜になって８時半か
ら９時くらいに町長から僕のところに電話が入ってきて、ちょっと家へ来いというこ
とで、それから行って１時間、２時間、あれを植えようとかこれを植えようとか、毎
日その話ばかりしていました。それがずっと続いて、ずいぶん梅を植えようか桜を植
えようか迷ったのですが、梅に決めたのは、ひとつは猿の害がないということです。
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それから、年に２回うまくいけばお客を入れることができるということです。３月の
花の時期と６月の梅の時期と年２回、お客がとれるということで、梅で行こうという
こととなり、梅を植えることに決めました。当時、三重大学の梅林正直先生という方
がみえまして、その方にいろいろ梅の植え方等を教えていただきました。その方は、
タイの方に梅を植えに行って、タイのケシや何かをやめさせてしまい、梅にかえよう
ということをしています。タイの方に梅を植えに毎年行っており、今でも行っている
と思いますが、何度か新聞にも載りましたし、テレビでも採り上げていただいている
方です。その方に指導していただきましたが、その時に僕が先生に、土が粘土質で非
常に排水が悪いのでもここへ梅を植えてもむずかしいですよという話をしたら、先生
に大変怒られました。何を言っている、自分はタイのあんなところでも植えて、あそ
こでも梅がなっているのだ、ここでできないわけがない、ということでやれと勇気づ
けられまして、それで植えたという経緯があります。そういう形で３８ｈａに梅を植
えました。
・その梅林公園の中には、クラインガルテンもございますし、もう一方では 3,500 本ほ
どのブルーベリーが植わっております。これは夏に何もみてもらうものがないので、
ブルーベリーを植えていこうと決めました。
・それから、もうひとつはボタン園です。ボタン園はエコ福祉広場の方にあるわけです
が、13,000 ㎡の中に 35 種類、約 5,000 株のボタンが植わっています。これも町長と、
ボタンを植えようかバラを植えようか迷ったわけですが、バラをやめた理由は、岐阜
の花フェスタ記念公園というバラのすばらしい公園があるわけですが、そこに僕と町
長、当時の教育長が見に行きました。その時に、おばちゃんがバラの下の草を取って
いましたが、バラは棘がありまして、引っ掻いたのか手から血を流して草を取ってい
ました。これはとてもやらせられない、こういう仕事は気の毒なのでバラを植えるの
はやめようということでボタンにしたという経緯があります。
・ボタンで有名なのは、島根の大根島か新潟県かどちらかです。そこで、隣の岐阜県に
せんじゅボタン園というのがあって、そこのおじいさんにいろいろ話を聞かせていた
だいたところ、ボタンは新潟だと言うので、新潟にとんでいって新潟でいろいろ話を
聞かせてもらいました。そこでいちばんやかましく言われたのは、ボタンを植える時
に重機で踏んだらいけないと言われたのですが、重機で踏まなくてはボタン園をつく
れないのです。そうやってやると、土が締まってしまってボタンは３年、５年したら
枯れてくるということをやかましく言われたのですが、ちょうど今、その時期にきて
こわいなと思っております。それでも重機を使ってやっていかないと植えれませんの
で、頑張ってみなさんに植えてもらいました。
・そのときに石積みもしましたが、町長から、これくらいの石は積んでもいいけど、こ
こにあるような大きな石は積んだら駄目だとやかましく言われました。危ないから積
んだら駄目だとやかましく言われたのですが、梅林公園をつくり出した当時、石がた
くさん出てくる事態が起こったのです。みなさんもご存じかどうかわかりませんが、
藤原ヶ岳で土石流が発生しました。その土砂を持っていくところがなくて、公園に全
部持ち込んできました。公園に持ってきた土の中に、良い石がいっぱい入っており、
それを見て、うちの従業員が、あれを全部重機で掘り出せということで、積みにかか
ったわけです。そしたら、町長があんな危ないことをしている、怪我でもしたらどう
するということで非常に怒られたのですが、僕から従業員に石積みをやめろとは言え
ませんでした。もう勢いがあるというか、生き生きした顔で石を積んでいるので、止
めることができなくて、とにかく事故が起きなければよいということで進めてもらっ
たという経緯があります。そういう形でボタン園をつくってやってきました。
・今年になって、若干ボタンの病気が出てきまして、これはちょっとやばいということ
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で、町長と島根の大根島にとんでいきました。写真をみせて、こういう状態なのだが
どうかと聞いた時に、土を入れ替えて全部植え替えなさいと簡単に言われましたが、
そんな予算もないし困ったということで、いろいろ消毒をしたり、土壌改良をやりな
がら何とかもたせていこうと考えています。大根島のボタンは、もうボタンが生きて
いるという感じがします。うちのボタンとはもう比べものになりませんし、やはり本
場だなと思いました。いろいろ見せてもらって本場のところはやはりちがうなと思い
ましたが、何とかうちのボタンも花を見せているので続けてやっていこうと考えてお
り、去年から入園料をいただこうという形で設定をいたしました。条例にもあげて 500
円をいただくようにしたのですが、冬に雪が降ったせいで寒くて花が咲かずに時期を
過ぎてしまったので、市長が、もう今年は入園料をもらうなと言われて、去年はもら
わずということになってしまいました。
・それから、パークゴルフ場がエコ福祉広場にございます。パークゴルフはご存じかど
うかわかりませんが、北海道の幕別町というところで２０年ほど前に流行ってきたス
ポーツでございまして、３世代が一緒に楽しめるものです。パターゴルフを大きなボ
ールでやるという感じで考えてもらったらいいと思いますが、おじいちゃん、おばあ
ちゃん、息子さん、それからお孫さんと３世代が一緒にできるスポーツです。町長の
ところに、練習場をつくればと老人会の方から要請があって、それならばつくろうと
いうことになりました。老人会の方に弁当だけ食べてもらって、芝張りに手伝いに来
ていただいてつくりあげていきました。
・それで、平成１３年に芝を張って、平成１４年の４月からオープンしたわけですが、
オープン前の３月の１ヶ月だけは無料で入れるということにし、４月１日からお金を
もらうという形をとりました。そしたら、３月の１ヶ月はものすごい人で毎日 100 人
を超える状態でした。もう芝の管理ができないなというぐらいで、これほどまでに老
人にパークゴルフというのは人気があるのだとびっくりしました。ところが４月１日
になって、さあお金をもらうとなった途端、１人も来なくなったのです。500 円という
のは、それほど効くのだということでびっくりしました。日曜日になったら人が来る
だろうと待っていましたが、来ません。これはえらいことになったと思って、町長に
どうするのかと聞いたら、福祉はそんなものだよと言っていました。
・しかし、何とかしなければいけないということで、あっちのゴルフ場を見にいったり、
こっちのパークゴルフ場を見せてもらったり、いろいろなところで見せてもらって、
ここをこうすればいい、ああすればいいということがだんだんわかってきました。何
かというと試合をたくさん入れていけば、来てもらえるということがわかってきて、
試合をだんだんと増やしていきました。そうすると大体８割くらいの人は同じ人が来
てやるわけですが、何で自分はあの人と一緒にまわすのか、何で自分はいつも最後ば
かりまわされるのかと、小言がどんどん出てきたのです。受付にいたシルバーの方が
組み合わせていたのですが、もう岡君、とても組み合わせられないので、おまえが組
んでくれということで、僕のところへ持ってきたのです。それを僕が組んでも小言は
やはり出てきます。困ったことですが、行政マンが考えることはせいぜい簡単に組ん
でパソコンに打数を登録して１位から５０位までずらっと並べて表彰するという、ど
こでもやる行政のやり方なのです。それではみなさん満足しません。実際に見ている
と、最初にあがってきた人と後からあがってきた人と１時間くらい差が出るのです。
ここを解決しなければいけないというのは、北海道に行った時にうまくやっていた事
例を知っていまのしたので、それをうちでも採り入れました。そういう形でやって、
大会については、お客さんに来てもらった時点でくじ引きをしてもらって、組み合わ
せはくじで決めるということにしました。また、どうしても同打数が出てきますので、
その場合はお金を払った時にくじを引いた順番で並べていくという形をとって、そう
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した課題がすべて解決できてよかったと考えております。
・もうひとつ話をしたいのですが、コースをつくるのに、うちに来てもらっているのは
土建屋さんをやめた方が４人も５人もみえて、重機の運転者もプロみたいな方ばかり
みえます。しかし、ゴルフ場の造成をやったことはないし、ああいう造成というのは、
ちょっと土建屋さんの重機の使い方では立ち行かないということがあって、当時、つ
くる時にどうしようといった時に、設計をかけようということで見積もりをとったと
ころ 600 万円かかると出てきました。町長は絶対そんなものは払わないぞということ
で、どうしようということで、ゴルフ場を造成したことのある人を紹介されまして、
その人に造成をしてもらって、割合安くつくりあげてもらったという経緯があります。
そういう形でパークゴルフをやって今に至っており、約 20,000 人ほどの方に利用いた
だいております。当初は１年間で 5,000 人を割っており、非常に荒れていましたが、
だんだん増えてきて、今では富山とか大阪とか和歌山とかいろいろなところから来て
もらって楽しんでいただいております。
・それからもう一点は循環型社会をどうするかということです。ひとつは、てんぷら油
を下水に流されると負荷がかかっていけないということで、てんぷら油を何とかしな
ければいけないということです。したがって 1,000 万円ほどかけて廃食油からＢＤＦ
燃料をつくり、軽油におきかえて精製をして、それを公園の重機に使おうということ
で循環型の取り組みをしております。
・もう一点は、県道とか国道とか市道とかの刈草ですが、毎年、生えてきますので、そ
の草を刈って燃やしました。今後燃やせないということになって、県の方から、それ
を何とか公園で堆肥化できないかということで、堆肥舎を県の方でつくってもらって
やってきました。しかし、草がどんどん増えてきて、年間、２ｔ車で 800 台くらいの
草が張ってきて、こなしきれないということで新たに町営費で堆肥舎に１億円ほどか
けて建設を行っております。ここの処理費をいただいておりまして、それがうちの 60
名の人件費にあたっているというのが現状です。
・次に福祉の話をさせていただきます。ここがみなさん方の聞きたいところだと思いま
すので話をします。福祉の充実を図っていかなければいけないのですが、これからの
福祉は社会に参加型の福祉でないといけないということです。高齢者の方はどういう
方がいるかというと、ひとつは定年になられたばかりで元気なお年寄りがみえます。
この方たちには外でバリバリ仕事をしてもらおうというのが一点です。それから、自
分で車にはよう乗れないの、迎えに来てくれれば草取りくらいはしてやるよというお
ばあちゃんがたくさんみえます。そういう方たちを、マイクロバスを使って迎えに行
って、公園に来てもらっています。このふたつは、うちの方から賃金を支払っていま
す。当初、藤原町時代は、臨時の従業員という形で雇い入れていました。合併してか
らは、シルバーの方に移行した方がよいということで、いなべ市全体から入れていい
ということになって、シルバーの方に移行いたしました。もうひとつは、７５歳以上
の家の中に閉じこもりがちな高齢者の方です。この方たちを外へ引っ張り出すことで
すが、引っ張り出さないとだんだんと足腰が弱ってきて歩けなくなってきて痴呆症に
もなってきます。ここを何とかしなければいけないということで、ボランティアの人
をお願いして、市で１０人乗りの車を２台買って、それで送り迎えをしています。こ
の方たちを対象に青空デーサービスを開始しておりますが、こういう形で送り迎えを
して、利用者の方に１日１回 500 円という形でいただいています。それで、昼に 500
円の弁当を市から与えていましたが、今は社協の方へ移行しておりますので、社協か
ら 500 円を払っておやつを与えて、ちょっとした健康診断をやっています。看護士さ
んがみえますので、その方たちに健康診断をしてもらい、血圧を測ってもらって、そ
の後、種を蒔いたり、挿し木をしたりという作業をしてもらっています。すべてに自
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分たち作業をした人の名前を書いたり、グループ名を書いたりしています。また、年
に数回来ていただきますので、非常に喜んでもらっております。今は 130 名くらいで
すが、この 130 名というのはサイクルとしてそれ以上は施設的にもう入れられないで
す。当初、公募でぱっと流したら、130 名が一気に寄ってきてしまって、ふるいにかけ
るというわけにもいきませんし、断るわけにもいきませんので、１回探したきりで今
までやってきたわけです。それを毎年続けているわけですが、毎年１回か２回の公募
を流すだけで、それ以上やると寄りすぎてしまいます。施設を増やすということはで
きるのですが、今の段階ではそういう形で、130 名くらいで年に６回という形でまわし
ております。そういう形の３つの福祉でやってきています。
・私がいちばん携わっているのは、元気な高齢者の方に公園づくりに参加してもらうこ
とです。その中で、非常に感心するのは、たぶん僕らの年代ではああは行かないだろ
うなと思うのですが、今の７０歳を超えている人たちは、非常にモノの少ない時代を
生き抜かれた方が多くいるのです。したがって、道具が悪くなったら直します。僕た
ちは道具が悪くなったら新しいのを買うというのが決まりです。あの方たちはすべて
直すのです。それから、農業の仕事もしなければいけない、土木の仕事もしなければ
いけない、いろいろな道具がいっぱい要るわけです。それを全部うちの予算で買って
いたらとてもまかないきれないのです。そして、もうひとつは、広い土地なので車な
しでは作業できません。みなさん６０名の方に車を与えようとすると、えらい台数に
なっていけません。みんな自分たちの車を使ってもらったり、道具を自分の家から持
ってきてもらっています。最低限のものはこちらで買うのでもう持ってこなくてもよ
いと言っても、持ってきてもらえるのです。ありがたいことなのですが、なぜかとい
うと、こういうことです。お年寄りが僕によく言うのですが、この機械というのは自
分一代かぎりでもう家では使わない、息子はよう使わないのだ、使わないと腐って放
っておいてしまう。それならば公園で使って悪くなっても、放っておいても一緒のこ
となので、公園でいくらでも使ってくれということで、どんどん自分のところにある
機械をいっぱい持ってきてもらって、やっていただいています。ありがたい話です。
こういう精神がやはり福祉だなと僕は思っています。こういう方たちに、うちの公園
を支えてきてもらっているのです。いちばんうまくいったという感じがしているのは、
非常に恥ずかしい話をしますが、僕が農協からかわって市の方の公園をやらせてもら
ったのですが、公園づくりに無知なのです。知識が何もないので、来てもらった高齢
者の方にどうやってつくっていったらよいのか、ここはボタンを植えようかと思うの
だがどうすればよいのか、ここには梅を植えたいのだがどうすればよいのかなど、た
えず聞いてやってきたわけです。そうするといろいろな意見を出してくれます。そし
て、もうここはあなたに任せるのでやってくださいという形でいったのが非常によか
った点、うまくいった点と感じています。
・それからもうひとつは、やはりいつの時代でも、高齢者でも子どもでもそうなのです
が、任すというのが非常に大事だという気がします。この部分はあなたに任せるので
やってという形でやりますと、もう目の色が変わります。雨が少々降ってもやります。
休憩時間になっても休憩をとらずにやるという感じです。ただ事故だけはこわいので、
そのことだけはやかましく言ってきました。そういう形で任すということは非常に大
事です。８時から仕事を始めていたのですが、７時４０分になるともう全員揃います。
月のうち１５日だけ出てきてくださいという形で仕事をしていましたが、明日誰が来
るのか休むのかということは僕はわからないのです。したがって、今日の時点で、明
日都合がわるいことがわかっていたら言ってくださいということにしました。ただ、
明日７時３０分から８時の間に僕の携帯に電話して、今日は休むという電話は一切し
ないでくれと言っておきました。その時間帯に、出てくる、休むということを電話さ
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れると、僕の仕事の段取りがつかないのです。僕は７時に出てきますが、７時４５分
までに、今日はこの人にこの仕事をしてもらおう、あの人にはあの仕事をしてもらお
うという割り振りをずっとしておかないと駄目なのです。高齢者の方にいちばん嫌が
られることですが、出ていってからみんなに今日は何の仕事をしてもらおうかなと言
ったことが１回だけあります。そしたら、いっぺんに叩かれました。岡くん、仕事が
ないなら俺たちに頼んだらいかんよ、税金で食っているのだからそんなことではいか
んよと言われました。僕にはこれは非常に効きました。老人の方はさすがだと思った
のですが、そういう考え方ではいかんと、その時に目が覚めまして、それからはもう
朝早く行って段取りするようにして、僕は７時から８時の間に仕事をして、割り振っ
てしまいます。仕事が変わる時にまたいろいろいなことをやっていたのですが、もう
この１時間が仕事でして、あとはもう老人の方の智恵をもらってやってきたというの
が今までやってきた経緯です。
・
（公園の様子をパワーポイントの写真で説明。
）
・今後の課題は、やはり予算面です。当初、町長は１７億円で土地の改修を国の補助も
得て開始いたしました。それで起債事業でお金を借りて買ったわけですが、当初、起
債事業で借りると５５％国から交付金で戻してもらうという制度があったわけです。
それで９億円戻ってくるので、その９億円で公園の整備をしなさいという形でスター
トされました。それでやってきて、その後、合併になって、今の町長はひいたわけで
すが、合併になる前にまだ９億円使っていませんでしたので、５億円だけ農業公園の
特別会計に積み立ててやろうという形で、公園の積立金という形で５億円を積み立て
したのです。それで、平成１５年に合併しまして、今、４億円残っているのですが、
その金を徐々に減らしてやっていって、それがなくなってきたときに、いなべ市の一
般会計から農業公園へ 5,000 万円、6,000 万円持ち出すといったときに、いなべ市民の
納得がいくのかどうか、議員さんが予算に手を挙げて賛成してくれるかどうかという
不安が一面にあります。したがって、僕はどうしても運営面で、プラスにならなくて
もプラスマイナスゼロまで何とかもっていきたいというのが希望です。したがって、
町長が、3,000 万円から 5,000 万円以下でおさえなければいけないということをやかま
しく言うのですが、とてもじゃないですが、3,000 万円から 5,000 万円という金額では
維持管理が立ち行かないです。今かかっているのは 7,000 万円から 8,000 万円かかっ
ています。どうしても、そこまで落としてこなければいけないということで、梅の入
園料をもらったり、パークゴルフも約 1,300 万円の売り上げがありますが、各方面で
いろいろ考えて何とかペイにもっていきたい、もっていかないと厳しいと思っており
ます。非常に厳しいですが、４億円を何とか少しでも長くもたして、やっていきたい
というのが一点です。
・それからもうひとつは、高齢者の方ですが、男の方はあまり心配していないです。た
ぶん、僕らが定年になっても草刈りという仕事がほとんどなので、そういった仕事は
してもらえると思っています。ただし、女性の方の草取りが問題です。これは１日８
時間、座ったまま草を取られるのです。今の７０歳以上の方たちは草取りが趣味みた
いな人たちばかりに来てもらっていますので、何も苦痛ではなくて草を取られます。
ただ、僕の妻もそうですし、６０歳くらいの奥さん方を見ても、１日８時間、蚊にさ
されながら草をよう取らんという心配をしています。そうなった時、取れないとなる
と人件費がガッとかさんできて荒れてくるというのが非常に心配です。たぶん、そう
いう方もプランター型のポットの草であれば取れると思いますが、１８ｈａもあると
草を取るといのはもう大変な仕事でして、ここをどうしていけばいいのだろうという
頭の痛い問題を実際は抱えています。しかし、何とかみなさん方からいろいろな智恵
を借りて進めていきたいと考えております。藤原町の最北端ですが、ぜひ一度見に来
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てもらっていろいろな意見を頂戴できるといいなと考えております。どうも本当にあ
りがとうございました。
（４）その他
・事務局
先ほど、伊藤先生からご紹介がありましたが、今活動しているフォーラムのＮＰＯ法
人の申請を進めているところでございますので、来年２月くらいには法人格取得がで
きるかと思います。また、ぜひ関係市町の方々に会費等を出していただいて、活動を
推進していきたいと考えていますのでよろしくお願いいたします。
・伊藤先生
大変長時間にわたって、今日は興味のある、しかも内容の深い２つの事例を聞かせて
いただきました。この行政が深く関わっている仕組みの中で、基本的にボランティア
ですが、これをやっているＮＰＯには、私たちの課題もたくさんありました。いろい
ろな事例を勉強しながら、努力していく方向をそれぞれに出していただければよいと
いうことで、今日の勉強会を終わりにしたいと思います。どうもありがとうございま
した。
６ 配付資料
（１）第７回勉強会議事次第
（２）講演資料
①三重県における花と緑を活かした地域づくり
②園芸福祉のすすめ
③園芸の魅力でみんなを元気に、地域を元気に
④いなべ市農業公園計画
⑤いなべ市青空デイサービス
以 上
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