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開 催 名 称 第２１回 全国花のまちづくり広島大会 

大会テーマ 花と緑のおもてなし ひろしま 

会 期 平成 27年 4月 25日（土）・26日（日） 

会 場 広島国際会議場（フェニックスホール、ヒマワリ） ほか 

同 時 開 催 春のグリーンフェア 2015 

主 催 全国花のまちづくり広島大会実行委員会 

花のまちづくりコンクール推進協議会 

広島市 

共 催 春のグリーンフェア 2015実行委員会 

後 援 国土交通省中国地方整備局、広島県 

開 催 内 容  

4月 25日（土） ●講習会（フラワーアレンジメント）---------------- 10:30～11:30 

●オープニングアトラクション/事例発表/基調講演 --- 12:30～16:30 

●交流会 ----------------------------------------- 18:00～19:30 

4月 26日（日） ●現地見学会 

 ・花めぐりコース ------------------------------- 

   行先：広島市植物公園、中央公園自由広場 

 ・世界遺産と花の周遊コース --------------------- 

   行先：原爆ドーム、宮島、広島市植物公園 

 

9:00～12:15 

 

8:20～15:30 

 

  

１  全国花のまちづくり広島大会 開催概要 
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日 時：平成２７年４月２５日（土） １２：３０～１６：３０ 

場 所：広島国際会議場フェニックスホール 

 

時間 内 容 

12:00 開場  

12:30 開会 

オープニング 

アトラクション 

 

花と緑のマリンバコンサート ≪広島ジュニアマリンバアンサンブル≫ 

花と緑のアートパフォーマンス ≪広島市立基町高等学校書道部・器楽部≫ 

花と緑のアートパフォーマンス ≪広島市立広島工業高等学校茶華道部≫ 

13:05 開会宣言 全国花のまちづくり広島大会実行委員会 委員長 和田 由里 

主催者挨拶 広島市長 松井 一實 

花のまちづくりコンクール推進協議会 副会長 宮前 保子 

13:25 事例発表 さがみ野やすらぎ街づくり委員会 [神奈川県座間市]  関吉 実治 氏 

六甲アイランド CITY自治会ローズガーデンファミリー 

[兵庫県神戸市] 

實光 良夫 氏 

まちづくりリーダー養成講座 OB 会 [兵庫県加古川市]         安尾 昌子 氏 

広島市の事例 

・株式会社ヤマサキ [広島市中区] 

 

中本 敬  氏 

・広島市船越地区社会福祉協議会・広島市立船越小学校・広島市立船越中学校 [広島市安芸区] 

 上松 敏郎 氏 

・藤の木学区まちづくり推進協議会 [広島市佐伯区]  古屋 忠臣 氏 

休  憩 

15:00 基調講演 公益財団法人浜松花みどり振興財団 理事長 塚本こなみ 氏 

16:15 次期開催市挨拶 新潟県長岡市都市整備部 部長 安達 敏幸 氏 

16:25 閉会挨拶 全国花のまちづくり広島大会実行委員会 副委員長 石川 一司 

16:30 閉会  

 

  

２  式 次 第 
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（１）花と緑のマリンバコンサート  広島ジュニアマリンバアンサンブル 

  

  

   

＜演奏曲目＞ 

・「歌劇 フィガロの結婚」より「序曲」（モーツァルト） 

・「情熱大陸」（葉加瀬太郎） 

 

＜コメント（抜粋）＞ 

広島に原子爆弾が投下されて 70年、焼け野原となった広島の街は不死鳥のように甦り、平和

の街・広島にわたしは生まれた。今、私にできること、それは、音楽という世界共通の言葉に

よって人と人の心をつなぐこと。戦争を無くすことも、核兵器を無くすことも、わたしの小さ

な力ではどうにもできないけれど、でも、笑顔いっぱいの音楽があれば、世界中の人と仲良く

できる。マリンバの響きが、花と緑でいっぱいの、平和の地球になることを願って、元気いっ

ぱい演奏します！  

３  オープニングアトラクション 
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（２）花と緑のアートパフォーマンス  広島市立基町高等学校 書道部・器楽部 

                   広島市立広島工業高等学校 茶華道部 
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＜書道作品の内容（基町高等学校書道部）＞ 

「花笑」 

荒地に芽吹きしこの蕾 後の卋（よ）の幸願ひ 力強く咲きけり 

幾多の悲しみ忘れぬがために 七十年の時を越え 今なお咲き乱れり 

 

＜華道作品の材料（広島工業高等学校茶華道部）＞ 

 キョウチクトウ、ストレチア（葉含む）、オンシジウム、アルストロメリア、カスミソウ 

オーガスタ 

 

＜演奏曲目（基町高等学校器楽部）＞ 

 ・「花は咲く」（花は咲くプロジェクト） 

 ・「愛を込めて花束を」（Superfly） 

 

＜作品へのコメント（抜粋）＞ 

〇基町高等学校書道部 

私たち基町高校書道部は、今回、『花笑（はなえみ）』というタイトルでパフォーマンスを

行いました。「笑」という字には、「花が咲く」という意味があります。そのことから、「花笑」

とは「花が咲くこと」、また、「咲いた花のような笑顔のこと」を表します。原爆により、70

年は草木もはえないだろうと言われていたこの広島の地に、ある時、一つの花が咲きました。

その花は、人々の心に希望を宿し、生きる力を与えてくれました。私たちは、その花が、あ

の悲劇を忘れず二度と繰り返さぬよう、後世の平和を願いながら力強く咲いた様子をイメー

ジし、書に表現しました。私たちの作品を通して、ここから笑顔と平和の花を広げていこう、

という思いを一人でも多くの方に感じていただければうれしいです。 

 

〇広島工業高等学校茶華道部 

  今回、私たちは『和』というテーマで花をいけました。今年、広島は被爆 70年を迎えます。

原爆が投下された当時、広島の街に 70年は草木がはえないと言われていました。その中で、

最初に花を咲かせたのは、この「キョウチクトウ」です。「キョウチクトウ」は広島市の花で

す。やがて、広島は多くの花や木で覆われ、今では緑豊かな平和都市になりました。 

  そして、「ストレチア」は、未来への希望を持ちながら、羽ばたいていく力強さを表し、多

くの花々は明るい色を持ち、皆様に元気になるよう願いながらいけました。私たちが、こう

していけ花ができるのも皆様のご協力があったからです。私たちのいけ花をご覧になって、

皆様に「和」んでいただけたらと願っています。 

  最後になりましたが、私たちは、先輩方が培ってきた世界平和の花が開くようにと、みん

なの願いをつないでいきたいです。 
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 全国花のまちづくり広島大会実行委員会 委員長 和田 由里 

 

皆様、こんにちは！ 

全国花のまちづくり広島大会実行委員会

委員長の和田由里でございます。 

本日は、広島大会へようこそおいでくだ

さいました。このように多くの皆様にお集

まりいただきまして誠にありがとうござい

ます。暖かな花の季節に皆様をお迎えでき

ましたことを、実行委員会一同、大変うれ

しく思いますとともに精いっぱい花と緑の

おもてなしをいたしたいと思っている所存

でございます。 

本大会は、花のまちづくりに取り組んでいらっしゃる皆様の交流と情報交換を目的として

おります。そして、この大会で得た知識や情報を今後の花のまちづくりに生かしていただき

たいと考えています。 

この後、日々花のまちづくりに取り組み、その結果、平成 26年度の全国花のまちづくりコ

ンクールで各賞を受賞された方々が日ごろの活動状況を発表してくださいます。 

また、女性初の樹木医であり、あしかがフラワーパークやはままつフラワーパークの園長

をはじめ、多くの要職に就かれ、全国的にご活躍されている塚本こなみ様の基調講演もござ

いますので、最後までお楽しみいただければと思います。 

全国の花のまちづくりの先進事例や塚本様の貴重なお話に触れて、我が広島市も平和への

思いを抱いて訪れていただく方々を花と緑とともにおもてなしをする街へとグレードアップ

していきたいと思っているところです。 

植物には、風などの自然現象や昆虫を媒介にして受粉して命をつないでいくものがありま

すが、それと同様に、私たち人間も花や緑を私たちの社会に広げてまいりましょう。そうす

ることで、逆に花と緑も私たちの暮らしに暖かい人と人との関係をつないでくれるものと確

信しております。花と緑にあふれるまちづくりに一緒に取り組んでまいりましょう。 

それでは、「花と緑のおもてなし ひろしま」をテーマといたしまして、全国花のまちづく

り広島大会の開会を宣言いたします。 

  

４  開 会 宣 言 
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（１）広島市長 松井 一實 

皆様、こんにちは。 

「全国花のまちづくり広島大会」の開催

に当たりまして、一言ご挨拶をさせていた

だきます。 

まずはじめに、全国各地からこの広島に

お越しいただきました花と緑を愛する多く

の皆様を、118 万市民を代表して心から歓

迎申し上げます。 

また、昨年の８月には豪雨災害がありま

して、その際、全国から多くの義援金、そ

してボランティア活動などの温かいご支援を

いただいております。誠にありがとうございました。この場をお借りして改めて感謝申し上

げます。 

本大会の会場周辺を彩っておりますプランター、これにつきましては大会が終わった後に

は被災地の公民館、あるいは小学校などに届けさせていただくということを予定しておりま

す。情報提供ということで申し上げました。 

さて、皆様ご承知のとおり、広島市は昭和 20年の 8月 6日、一発の原子爆弾で焦土と化し

てしまいまして、その当時は 70 年間、あるいは 75 年間は草木も生えないということが言わ

れた土地であります。 

しかしながら、いち早く咲いた草木、あるいは草花がありました。それは例えばクスノキ

の若葉であるとかキョウチクトウ、あるいはカンナの花といったものがありました。広島の

市民にはこれら草花、草木が生きる希望となりましたし、勇気を得てたゆまぬ復興の歩みを

続けてきたという事実がございます。 

そして、国内外から平和の願いとともに寄せられました多くの樹木を現在の平和大通り、

あるいは河岸緑地に植樹いたしまして、広島市を平和の尊さを感じることができるような緑

豊かな都市へと変貌させたという歴史があります。 

被爆 70 周年というこの年を迎えまして、この広島の地で「全国花のまちづくり広島大会」

を開催できる運びになりましたことは大変光栄なことでありまして、また、万感胸に迫るも

のがございます。 

先ほど、パフォーマンスがございましたが、若者がこういった花というテーマの中でいろ

いろな取り組みをしてもらっているということを見るにつけ、本当にうれしく思った次第で

あります。 

こういったことを踏まえながら、本市ではこの大会を契機といたしまして、これまでも取

り組んできているわけでありますけれども、花と緑のまちづくり活動といったもの、これを

今後はできれば我が市にとどまることなく近隣の市町と連携した取り組みへと発展させて、

広島広域都市圏といった中で全体として花と緑あふれる美しいまちづくりということを目指

５  主 催 者 挨 拶 
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していければなというふうに考えておるところであります。 

そんな中、全国各地からお越しいただきました皆様には、ぜひこの機会に原爆ドームや平

和記念資料館をご覧いただいて、世界の恒久平和を願うこのヒロシマの心にぜひとも触れて

いただきたいと思います。私はこれからまたニューヨークに行きまして、ＮＰＴ再検討会議

に臨み、そこで平和への願いを伝える、ということもやらせていただきたいと思っていると

ころであります。 

また、そういったことと同時に太田川、瀬戸内海など自然豊かなこの広島の地で育まれた

文化、伝統、歴史、そういったものにも触れていただければと思いますし、水辺の河岸緑地、

平和大通りの眺め、街並み、こういったことも愛でていただく。そして、合わせて瀬戸内海

の海の幸、お好み焼きといった広島の食材、これも合わせてこの機会にお楽しみいただけれ

ばというふうに思っているところであります。 

最後になりましたけれども、「全国花のまちづくり広島大会」の開催に当たりましてご尽力

をいただきました関係者の皆様、そしてボランティアの皆様に厚く御礼を申し上げまして、

私のご挨拶とさせていただきます。 

それでは、皆様、花と緑あふれる春の広島、これを心ゆくまでご堪能いただければ幸いで

す。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

 

（２）花のまちづくりコンクール推進協議会 副会長 宮前 保子 

 

皆様、こんにちは。 

全国花のまちづくり広島大会の開会に当

たりまして、主催者の 1人といたしまして、

一言ご挨拶を申し上げます。 

 本日は、木々の緑も本当に日増しに深く

なってまいります。この季節に全国花のま

ちづくり広島大会を本日開催しましたとこ

ろ、開催地広島市をはじめとして多くの

方々がご参集いただきまして、本当にあり

がとうございました。心からお礼を申し上げ

ます。 

 花のまちづくりというのは、身近な自然や地域の伝統、文化を大切にしながら、花や緑を

生活の場に使い、そして安らぎと潤い、彩りのある生活環境づくりを目指すものでございま

す。また、人と人が花を介して地域や世代を越えて交流することで生き生きとした地域社会

や、質の高いまちづくりにつなげていく活動でもございます。 

 この花のまちづくりの全国展開を目的に、私どもでは 1991年より全国花のまちづくりコン

クールを開催してございます。本大会は、全国花のまちづくりコンクールの拡充とともに花

のまちづくりが各地に広がり、定着することを目的に私ども花のまちづくりコンクール推進

協議会と地方自治体が協力して、毎年開催しているものでございまして、今年で 21回目にな
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ります。 

 これまで各地で開催してまいりましたが、大会後、花のまちづくりが一層活発になっただ

けでなく、近接する都市や、あるいはその地で活動されている団体の中でも花のまちづくり

が進展していったという波及効果も出てまいりました。 

 また、この大会では各地から集まる花のまちづくりにかかわる人と同士の交流ができると

いう点でも高く評価をいただいてございます。これまでの大会でも参加した団体同士の地域

を超えた交流が始まり、お互いに訪問し合う、そういったことで刺激を受け、活動が一層活

発になった事例も多く聞いております。 

 会場の皆様も、今日の講演や事例発表、そして明日の現地見学会などを通じて花のまちづ

くりを体感していただくとともに、他の地域の方々と大いに情報交換をして、地域での活動

にぜひ活かしていただきたいと思います。 

 そして、広島市におかれましては、花のまちづくりをさらに進化させていただき、日本を

代表する花と緑でいっぱいの町としてますます発展されることを心より期待しております。 

 結びに、この大会の開催に当たりまして多大にご尽力をいただきました実行委員会並びに

広島市の関係者の皆様に厚くお礼を申し上げます。そして会場の皆様のますますのご健勝と

ご発展をお祈り申し上げまして、私からの開会のご挨拶とさせていただきます。 

 本日は、どうもありがとうございました。 
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※図または写真は抜粋したものです。 

（１）さがみ野やすらぎ街づくり委員会 会長 関吉 実治氏（神奈川県座間市） 

 

こんにちは。 

私は神奈川県の座間市からやってまいりまし

たさがみ野やすらぎ街づくり委員会の関吉と申

します。 

 本日はお招きをいただき、ありがとうございま

す。 

 先ほど広島に着いたばかりですのでまだ何も

見てないのですが、明日はこの街をじっくり楽し

んでいきたいと思います。 

 本日は 20分間という短い時間ですが、我々の取り組みをご紹介させていただきます。 

 桜並木を活かしたガーデニングということで、我々の事業は 16年ぐらい前からスタートい

たしました。きっかけは神奈川県の商店街診断というものを受けまして、どうしたらこのち

っちゃい街が活性化につながるだろうか、というものを街づくりの専門家、それから中小企

業診断士の先生、商店会の役員などでミーティングを重ね、花いっぱいの安らぎの街づくり

をしようということで始まりました。 

 商店会の中に、さがみ野やすらぎ街づくり委員会という環境美化を行う委員会を立ち上げ、

そして活動を始めました。 

 我々の中にはストリートガーデン事業という

広い範囲、道路の緑地帯を使ったものと、もう一

つ街のガーデン事業といいまして花壇の事業と、

2つを展開しております。 

 まず、ストリートガーデン事業なんですけれど

も、ストリートガーデンとは、町の東西を走る市

道 14号線東原
ひがしはら

緑地帯という所のガーデニングで

す。ここは昔防風林があった所でして、始めたと

きはまだ松の木が植わって、下がぼうぼうとなっ

て茂ったところです。ここを市の道路課から約道路側１ｍぐらいをお借りしまして、そこか

ら始まりました。ここは道路工事の土砂がいっぱい投げてあったところでして、まずその撤

去作業というところから始めまして、園芸農家や造園業の方にお力を借りて作業いたしまし

た。途中で耕うん機の歯が折れてしまうほどの場所でした。 

 それから一番最初に始めたのは、ポーチュラカという乾燥に強い花があるんですけど、そ

ういうのから植え始めまして、徐々に土地改良をしまして、今は夏はサルビアとか日日草、

冬はノースポール、パンジー、ビオラなどを植えております。 

６  事 例 発 表 
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 そしてその後には菜の花をまき、ここは車で通る場所ですので、面で見えるガーデニング

をしようということでやっております。 

 このストリートガーデンは、年に 2回の植栽を行います。春の植栽というのは、これから

今年も 5月 31日に全部冬の花を撤去いたしまして、6月の上旬に花を植えるわけなんですけ

ど、何せ 300ｍありますので、広い所ですので、我々のメンバーだけでは足りないんで、座

間市立南
みなみ

中学校１年生全員が授業としてやってくれるようになり、我々の委員会と南中の子

どもたちでやっていました。 

 去年たまたま米軍の厚木基地の奥さんからメ

ールが届きまして、私たち何か手伝うことありま

せんかというんで、それはありがたいですね、じ

ゃあ手伝ってくださいと言って。米軍の奥さん方

というのは、そういうボランティア大好きですの

で、5人、10人いらっしゃるんじゃないかなと思

って、そしたらだんなさんを連れてきまして、だ

んなさんは米軍の下士官の方で、「すみません。

実は、70人いるんです」と。 

 70人！ 70人、何をやったらいいんだろうな

ということで、じゃあ、一緒にお願いできますかということで、南中の生徒 100名、それか

ら米軍も下士官だけじゃなくてその上の方もいらっしゃいまして、バス 2台で 100名ほど参

加していただきました。 

 もちろん、我々が「こういう形の花壇を作ろう」とイメージを示して作業したわけなんで

すけど、中学１年生と米軍ですから話は通じないし、結局はばらばらな花壇になってしまっ

たんですけれども、そこですごく思わぬ効果が出まして、今こちらの写真に飾ってあるよう

に、分けないで一緒に植栽をしてもらったもので、米軍と子どもたちが共同作業をしている

上で何かいろいろ話ができるようになった。1年生ですからそんなに英会話ができるわけじ

ゃないんですけど、共同作業をしているとなんとなくそういうことができるというような形

で、最後にはすごく盛り上がりまして記念撮影をしたり、そんな形ができました。 

 基地には負の効果というのと、それからプラスの効果というのといろいろありまして、も

っといいところを見てあげたらそれはそれなりにいいんじゃないかなと僕は考えまして、こ

んな近くに異国の文化があるんだったら、この異国の文化を子どもたちに感じてもらっても

いいんじゃないかなということで、この春の植栽というものをやっております。 

 次に、さがみ野的勤労感謝の日といいまして、これは秋の植栽です。年 2回やるんですけ

ど、春に植栽しますと 11 月まで咲きます。11月から 5月ぐらいまでは冬の花になりますの

で、この春の植栽はそういう団体と一緒にやるということ、秋の植栽は個人の集まりでやろ

うということでやっております。 

 これは朝 7時から、まだ暗い時間から始まるんですけれども、毎年これを楽しみに参加し

てくださる家族がいっぱいいて、子どもたちだけでも来てくれたりとか、この写真を見てい

ただければわかると思うんですけど、いろんな方が来てくださっております。 
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 この植栽が終わりますと、我々商店会の前にオープンカフェを開きまして、出てきた人た

ちにパンとかおにぎりとか出してあげて、一緒に何かやった後に何か楽しいことがあるとい

うものをなんか教えてあげたいなと思いまして、そんなことをしています。それで結構いろ

んな話が出てきて、とても有意義な時間になっ

ております。 

 その後は、朝食が終わると今度は寄せ植え教

室というのを行いまして、これは有料になって

おります。街がきれいになって、それから店の

前もきれいになって、今度は各家庭にもそうい

う花を植えたらいいんじゃないかな、というこ

とで寄せ植え教室を開きまして、それで終わり

になっております。 

 こちらが米軍と中学生がコラボして、最後に

みんなで記念撮影することになりまして撮った

写真ですね。右が市道 14 号線の緑地帯の花壇です。これが 300ｍほど続いております。 

 これがさがみ野的勤労感謝の日というところのものです。子どもたちとか、それから家族、

いろんな方が参加してくださいます。植栽時間が

約 2時間、花の苗が 200本で寄せ植え教室とかい

うことをやっています。この下に、一番下に出て

いる外人のご夫妻ですね。僕もちょっと写ってい

るんですけれども、この方がメールをくださって

米軍とコラボできるようになったところです。 

 それから、街のガーデン事業というのがもう一

つあります。これは何かといいますと、商店会の

中に 30カ所ほどの花壇がありまして、この花壇

をやる事業です。ここは初めサツキが植えてあっ

たんですね。そしてもうそこは花壇というよりもごみ箱みたいな、ごみ捨て場みたいになっ

ちゃっているんですね。サツキって咲いたときはきれいなんですけど、その間あと 11カ月と

かはずっとそのままになっておりますので、ごみを捨てるにはちょうどいい所になっていま

して、これじゃまずいなということで、それを市の公園緑政課に頼みまして、全部撤去して

もらいました。 

 さて、撤去したはいいが、この 30カ所の花壇をどのようにやっていったらいいんだろうと。

金はない、人もいない。大変な作業ですよね。ところが、我々商人なんですよね。考えまし

た、そこで。アダプトプログラムということを考えました。 

 このアダプトプログラムとは何か、といいますと、里親がその 1つの花壇のメンテナンス

を行う。スポンサーは年間 3万円のスポンサー料を払っていただいて、そこにスポンサーの

看板を立てて、その 3万円の中から 2万 5千円を里親さんにあげて、5千円が我々の管理料。

看板をつけたりとか、肥料を提供したりするような形です。 
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 スポンサーと里親さんが一緒になって 1つの花壇をやっていくということがアダプトプロ

グラム。これは毎月カメラマンが撮影してホームページとか、ここに書いてありますけど、

「We Love Zama」という Facebookに載せております。 

これが街のガーデンの去年の写真です。去年の

夏からの写真です。こんな形で、普通こういうこ

とをやると一過性の、何か我々が提供してやると

何かみんな同じ花壇ができてしまいます。きれい

な花壇かもしれないんですけれども、見る人から

見たらやっぱり同じ花壇を見てもつまらないん

で、やる人、里親さんの個性が出た方がいいと思

うんで、同じ花壇でもこんなに変わってくるとい

うことですね。 

 次に組織図なんですけれども、さがみ野やすら

ぎ街づくり委員会というのがありまして、これは資金の調達、資材の調達などを行っており

ます。それから広報。メンバーに花の苗の農家がついておりまして、広い場所を植えるんで、

どこかから買ってくるというわけにはいきませんので、今年はこういう花を植えましょうと

いったら、そのときに、この色の花をつくってください、というような形でやっています。 

 右側にある行政というんですけれども、ここは座

間市の方から資金援助を受けております。年間 39

万円なんですけれども、行政から資金をいただいて

おります。我々の委員会は商店会の方から 40万円

出しまして、あとは先ほどのスポンサーの 3万円を

合わせて 100万か 120万ぐらいで年間を運営してお

ります。 

 花の里親制度の参加者というのは、そこに書いて

ありますように遼太ファミリーとか萌 5人会とかい

ろいろ書いてありますけれども、この遼太ファミリ

ーというのは面白くて、私の知り合いなんですけど遼太君というお孫さんが生まれて、その

遼太君のために花壇をやってあげようということでスポンサーになり、里親になっている方

です。 

 それからもう 1つ、遊花さんという方がいるんでけど、この方は本当に毎日寝たり起きた

りしていた方なんです。里親をやり始めてから、毎日花摘みはしなきゃいけない、水をあげ

なきゃいけない、そういうことが増えまして、やっているうちに、僕らもそうなんですけど、

街の通りですので、いろんな人が通りますけれども、そのときにみんな声をかけてくれるん

ですね。「ご苦労さまです」「いつもきれいに見させていただきます」。これはやっていてとて

もうれしいことですね。 

 遊花さんは、これで自分のすることができたんですね。そんなわけでこの人は全然元気に

なりまして、毎日すごく元気になったってだんなさんに喜ばれております。 
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 我々もですが、福祉、福祉といって与えることだけが多かったみたいなんですけれども、

そうじゃなくて、仕事を与える。それがもっと元気になるということで、こういう花のこと

もそういう福祉事業とかそういったものにつながっていくんじゃないかなというのを、この

街づくりの行動で知りました。 

 里親はさっき言ったように、こういう個人の皆さんと、それから参加団体と書いてありま

すけど、こちらの方に書いてある白寿会
は く じ ゅ か い

とか東原
ひがしはら

保育園、みどりの家とか祭り工房とかこう

いう、白寿会というのは老人会ですね。保育園、それから「みどりの家」というのは、障が

いを持った子どもたちの施設ですね。こんなところが参加してくださっています。 

 これは、去年農林水産大臣賞をいただいたという

ことで、皆さんに知っていただこうということで、

街路灯のところにお祝いフラッグというものを募

集しまして、つけさせていただきました。 

 次に、これは春の植栽ですね。春の植栽の皆さん

で終わった記念撮影です。現在は、この街のガーデ

ンのところにこいのぼりが上がっています。なんか

花だけじゃなくて季節感も出せたらいいなという

ような形で、今、現在そんな形でやっております。 

 以上、簡単でありますが、私の発表に代えさせて

いただきます。 
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（２） 六甲アイランド CITY自治会ローズガーデンファミリー 副会長 實光 良夫氏 

  （兵庫県神戸市） 

皆さん、こんにちは。 

六甲アイランド CITY 自治会ローズガーデン

ファミリーの實光良夫です。よろしくお願いし

ます。 

 タイトルにあるように、「海上文化都市に花開

く RICローズガーデン」ということで、バラ園

の紹介をしたいと思いますので、よろしくお願

いします。 

 まず、六甲アイランドというのを紹介したい

と思います。六甲アイランドというのは、神戸

市が海を埋め立てた第二の人工都市ということ

で、初めはポートアイランドというのがあったんですけれども、それが、神戸市が第一番目

に埋め立てた人工島です。その先には神戸空港があるんですけれども、六甲アイランドはそ

の東側にありまして、大体面積的には、六甲山の沖を埋め立てているんですけれども、大体

1966年から三宮の先を埋め立てたのがポートアイランドなんですけれども、六甲アイランド

の方は 1972年から 12月にかけて埋め立てを始めまして、1998年 3月から入居していますと

いうことで、現在、1 万 8,400 名ということになっています。当初の計画は大体 3 万人都市

ということだったんですけれども、それの 3分の 2ぐらいの人口というのが今の現実です。 

 まず、これが島の全体の形です。この島は真ん

中に住宅とか商業施設があるんですけど、周りが

港湾施設とか工場とかに囲まれていまして、ただ、

その工場と住宅地の間を緑のグリーンベルトと

いいまして、そういう境界線をつくっておりまし

て、非常に環境的に見ますと分かれているところ

になっています。 

 これがリバーモールというんですけれども、一

番真ん中のところに人工の川がありまして、その

支流ですね。そこが RICローズガーデンというこ

とで、島のど真ん中にあるということで、周りが要するにビルで囲まれているという、都会

の中にあるガーデンということになります。 

 大体大きさが、長さ 80ｍ、幅 3ｍということで 240㎡ぐらいの面積があります。 

 これ、なんでこういう話になったかといいますと、神戸市が震災を受けまして、ただその

後なかなかそのメンテができないということで、人工河川を埋め立てたいという話がござい

ました。ここは、阪神淡路大震災のときに住民が生活用水をそこからいただいていたという

こともありまして、住民から見ると非常に大事な水だと。阪神淡路大震災の経験を受けてわ

かったことですけど、やはり生活水というのは非常に大事でして、飲み水も大事なんですけ
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れども、やはりトイレを流すとかそういう水が非常に大事だということがわかりましたんで、

埋め立てに対して非常に反対したと。 

 ただ、この六甲アイランドは今度起こるような巨大な南海トラフですね、巨大地震が来た

場合に津波の影響があるんですけれども、ただここは海抜が 4ｍ以上ありますんで、津波の

影響が 3.3ｍということなんで、そういう意味では津波の影響を受けないという島になって

います。 

 ただ、周りが三宮とか大阪などは、全部津波の被害を受けるので、逆にいうと 20日間ぐら

いの生活水とか飲み水を確保しておかないといけない、というようなことなんで、そういう

意味では非常に大事な川だということでありました。 

 ただ、神戸市の言い分は、川に水が流れるように直すとなると大体 4,300 万円。年間全部

のポンプとか入れ替えますと１億円かかるということで、なかなか出せないんで、ぜひなん

とかしてほしいということを自治会に相談してきましたんで、そういうことであればなんと

かしようじゃないかということにまとまりました。まず、何をしたかといいますと、住民に

アンケートをとりました。何をしたらいいのかなと。 

 一応その中でやはり花壇というのが非常に多かったんで、じゃあ、花壇にしようかなと。

たまたま、その花壇の話が出てきたときに、この神戸国際大学の白砂
し ら す な

伸夫
の ぶ お

先生という方がお

られまして、この先生がハウステンボスとか岐阜の花フェスタとかバラ園をつくられておら

れまして、ぜひ六甲アイランドの街に協力してほしいということでお願いしましたら、いい

ですよということで話がまとまりました。 

 これが前です。左の方が漏水のあった人工河川、

右の方が花壇になっておりますけど、真ん中に石

畳がついたりちょっと工夫した花壇になってお

ります。  

一応、分担を決めました。神戸国際大学の白砂

先生がバラ園を設計して、神戸市に造成をしてい

ただくことになりました。自治会が維持管理、こ

れはやっぱり住民がしないけないということで、

自治会が受け持つと。ただ、やはりバラ園をする

以上はやっぱりみんなが楽しめなきゃいけない

ということでバラ祭りをしようじゃないかという話が出てきまして、白砂先生のゼミ生です

ね。自治会が一応バラ祭りのイベントをしようということで、こういうことでも話がまとま

って進めていくということになりました。 

 プロジェクトチームをつくったんですけれども、参加していただいた全員、その知識もな

いということもありまして、どうするかということでいろんな検討会をしました。 

 その中で、やはりバラにすると難しいという話が皆さんありまして、薬をまかないといけ

ないとか、それからトゲがあるんで皆さんに注意をしなくてはいけない、といろいろあった

んですけれども、白砂先生に無理な注文をしまして、無農薬、手のかからない、一年中花が

咲いている、このようなバラ園を作ってください、ということをお願いしたんですけれども、
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いいですよ、と設計していただきました。 

 ただ、バラにはトゲがあり、他でもバラ園を作ったけれどもそのためにバラをつぶしてし

まった、というようなところもあることを聞いておりましたんで、まず小学生の教育も含め

て、巻き込んでおこうということで、小学生に、バラ園の一番初めのお手伝いをお願いしま

した。 

 あと水まきなんですけれども、これも皆さんは

自動散水がいいんじゃないか、ということで意見

がいろいろあった。神戸市の負担で自動散水を設

置する、というのもあったんですけど、やはり

我々の手で常日ごろから目を向けてバラを見て

いこうということで、自動散水装置はやめました。

ただ、花壇にホースと散水栓を設置することをお

願いしました。 

 それがこういう形になるんですけどね。花壇の

中にそういうホースを収納する場所と散水栓を

すぐ横に作っていただきました。トゲがあるとやっぱりいけませんということで、「トゲに注

意」という看板も作りまして、これもバラ園のところにつけております。 

 それから犬のふんというのがやはり心配だったんですけれども、初めはやはり犬のふんが

あったんで我々が処分していたんですが、今はふんをしないというような、きれいなバラ園

になっております。 

 バラの植栽なんですけど、島内の 2 つ小学校、六甲アイランド小学校、それから向洋
こ う よ う

小学

校の 1、2年生、あと白砂先生のゼミ生、それから自治会、350名でバラ園の植栽をしました。 

 これがそのときの写真ですね。みんなでやっ

ていますよということで、簡単なチューリップ

とかいうのも子どもに植えてもらうとか、いろ

いろ手分けして植えさせていきました。 

 それからバラ園の運営なんですけれども、神

戸市が自治会に任せるということなんで、神戸

市と自治会の間でリバーモール支流跡地におけ

る花壇の維持管理に関する協定というのを結ん

で、正式に活動を始めました。 

 このバラ園の特徴なんですけれども、バラと

宿根草を混植しています。「そういうことをやっていいんですか」「バラはバラで独自じゃな

いですか」と言われるんですけれども、これ白砂先生の考えもありまして、バラと宿根草を

混植しています。 

 バラの方も割と立体的にしていますんで、上の方がバラ、下の方が宿根草と、こんな考え

方になっています。大きさも 240 ㎡と、幅 3ｍ、長さ 80ｍ、適当な長さ、大きさというふう

に我々は思っています。 
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 バラの種類は 50種類で 200本。それから場所がちょうどビルの真ん中にあります。中央に

石畳がありまして、その石畳を歩きますとバラを身近に感じられる。においもしますし、す

ぐ近くでバラを見る。トゲがあるんでちょっと気になるんですけれども、それからもう一つ

無農薬栽培をやっています。 

 これが皆さんもびっくりされるんですが、プロがやっていると思われるんですけれども、

無農薬でやっている、とお答えするんですが、やはりこまめにアブラムシ駆除とかそういう

のを皆、手でやっています。 

 これがそのバラの状況です。これは 1年目なんですけど、1年

目はこんな状況になっておりました。 

 バラ園の運営なんですけれども、これを自治会が一応やるとい

うことなんで、全部自治会の方が仕切りまして、自治会の中にボ

ランティアグループをつくりまして、自治会の内部組織としまし

た。 

 それから、ボランティアの募集もしたんですけれども、六甲ア

イランド CITY自治会は、大体島中全部で 7,000世帯あり、6,300

世帯ほどが自治会に加入していますんで、非常に大きな力を持っ

ているということなんですけれども、その島の中全部から募集しまして、今現在 43名で活動

しています。 

 ローズガーデンファミリーといっているんですけれども、どういうことをしていますかと

いうと、RIC ローズガーデンの維持管理、それから自治会内の無償のボランティアグループ

ということで、ボランティア保険に加入しています。六甲アイランド CITY内の住民ですよと。

メンバー的には女性 25名、男性 18名、合計 43名という形になっています。これは 4月現在

です。 

 年齢ですが、やっぱり 65歳以上が 3分の 2。何をしているかというと、毎月 1回の開催で

していまして、バラ祭りとか当番表の確認ということをやっていまして、メンバーの募集が

一番大事なんですけれども、どうやって募集するかと考えたとき、バラ祭りのとき等を利用

しましてローズティーを無料サービスしているんですけれども、そのサービスをしながら加

入を勧奨するということと、あとボランティアの方にぜひお友達を誘ってくださいというこ

とで勧誘しています。 

 毎年 2～3 名加入するんですけれども、退会も 2～3 名出て、これは体とかいろんな都合が

悪いということで辞める方がおられます。 

 グループ名もローズガーデンファミリーとしていますが、目立つようなオレンジ色のジャ

ンパーを着て作業をしています。家族のような温かい雰囲気を大事にしていますということ

で、オレンジのジャンパーを着ていますので非常に目立つ。これを着ていると誰もバラをい

たずらしていないというふうに見守っていただけますんで、ジャンパーを着て作業をしてい

ます。 

 それから、これが一番大事なんですが、メンバーはバラ園の経験がなかったという方ばか

りなんで、講習会を毎年夏冬の 2回行いまして、知識や経験の蓄積を図っています。 
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 他のバラ園を訪問しまして、バラの管理者と意見交換等をしているんですけど、自分たち

のバラ園との違い、今言ったようにバラと宿根草が混栽しているとか、都会のビルの中にあ

るというようなことが大きな違いということなんですけれども、維持管理についてもノウハ

ウを学んでおります。 

 無農薬ということなんで、非常にこれが皆さんびっくりするんですけれども、アブラムシ

が今もう出始めましたんで、昨日もちょっと手で駆除したんですけれども、手作業で駆除し

ていますんで、非常にバラの花、葉の調子とかわかりまして、そういう作業をしているのが

一番いいかなと。 

 一番やっているのが花殻摘みです。やはり花が落ちてしまうと非常に汚いので、花がら摘

みをしています。それから落ちた葉、それから葉っぱ、葉なんかも全部落ちれば拾っており

ます。ここには病気になる菌がおりますんで、その葉などもこまめに取っています。 

 一番気にしているのは、ビルの真ん中にバラ園がありますので、あまり汚くするのはよく

ないということもあるので、そういう意味ではきれいにしている。こういうのが、やはりバ

ラが丈夫に育つということになっているだと思っています。 

 一番よろしいのが、作業を見ていって住民から温かい声をかけていただくときが一番うれ

しいなと思っております。一応、入ってくださいと声をかけるんですけど、なかなか参加は

していただけないというのが現状です。 

 どんなことをしていますかといいますと、日常の維持管理業務ですけど、水やり、除草、

落葉拾い、害虫駆除、病気対策、バラの剪定、清掃等をしています。 

 時間は一応 1時間ということにしています。作業日が 10月～5月まで、今は毎週水曜日で

す。朝の 9時から 1時間という時間でやっております。 

 6 月・10 月が毎週水曜日と土曜日。これは朝の 8 時から 9 時。7 月と 9 月、毎週月曜日、

水曜日、金曜日。これは朝の 7時半からやっています。 

 8月は、毎週月、水、金、土と、これも 7時半から、というような作業でやっております。 

 9月や 12月は四季咲のバラの剪定や追肥作業、それから 12月や 1月にはつるバラの剪定・

誘引及び追肥作業です。誘引というのは非常に大事な作業なんですけれども、そういう作業

をしております。先ほどの作業は当番制ですが、

この作業は全員参加です。 

 これは夏、冬のバラの講習会なんですけれども、

我々素人の強みは何かというと、先生の言うこと

をそのまま聞くということなんですね。今、先生

はいくら切っても枯れないから切りなさいと、こ

れを教えてもらってます。だから、皆さんがテレ

ビなんかでいろいろ言っておられますけど、花の

つぼみがどんな状態か全然関係なしに 1ｍで全部

切ってしまう。太さ、細さ関係なしに 1ｍの高さ

で切ってしまうとか、そういうことをやっております。 

 やはり、また実感として思うんです。やっぱり切るというのが一番いいことなんですね。
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皆さん聞くと、やっぱり切らないんです。残しておくんです。ちょっとでも花が咲くんじゃ

ないか思って。ところが、やっぱり違うんですね。切るんですよ。もう 30ｃｍぐらい切って

もいいぐらいです。それは先生に教えてもらった。バラの花はいくら切っても枯れません。

だから、どんどん切りなさいということなんで、それを皆さんに言っておりますんで、切り

ますと非常に元気のいい花が咲きます。だから、ぜひ、ぜひ皆さん、バラを育てているので

あれば切ることを覚えていただいたら、いい花が咲くと思います。 

 ただ、バラ園をやっているだけでは面白くないんで、バラ祭りをしようということでワイ

ンと音楽のつどい。ワインを飲もうと、バラにはワインだということで住民と学生の共同開

催ということで、我々だけでやると力がないものですから、学生さんの若い力が要るという

ことで共同開催しています。 

 今回、第 4回ということになるんですけど、5月 16日から 5月 31日まで開催しています。

オープニングはワインの無料サービスということをしていまして、音楽でシャンソンとかバ

トントワリングとか、向洋
こ う よ う

中学校の吹奏楽部とかそういう音楽を聞きながらワインを飲んで

いただくということをしています。 

 開催期間中、ローズティーの無料サービス、これもしております。予算はどれぐらいかか

っているかといいますと、パンフレットが大体 2,000枚、チラシ 1万枚、大体 30万円ぐらい。

ワインの飲み代も入れてですけど、大体 30万円の予算でやって、これは自治会の方が出して

おります。 

 これがバラ祭りの様子です。1 回から 3 回まで

ですね。右の下の方は神戸市長さんに出演いただ

いて開催した。去年はそういうことです。 

 あとバラ園の見学をしています。ほかのバラ園

はどうか、というのを見ないといけないというこ

とで、当初は兵庫県内の播磨中央公園とか播磨余

暇村公園に行きましてここで管理人さんといろ

いろな話をしました。それから姫路バラ園とか

加西
か さ い

フラワーセンターなんかも行きまして、これ

もバラ園の話をしました。去年は福山のバラ公園に行きまして素晴らしいバラを見せていた

だきました。 

 そこで言われるのは、やっぱり無農薬でやっているというのと、バラ園が混植していると

いうのが、向こうの方も非常にびっくりされていました。無農薬でできるんですかと言われ

るので、やってますのでぜひ見にきてくださいとは言っていますけれども。 

 その中で一番よかったのは、人工の川で置いておくよりもバラにしてよかったということ

です。神戸市と、決まった後でも住民から川に戻せという話が出ましたので、やはり川に戻

せるような形にするので了解してください、ということで話がついたということ、それから

もう一つは、これは支流なんです。本流はあるんですけど、本流は全部残すということを条

件でやっております。 

 今では川で残すよりもローズガーデンにしてよかったという声が寄せられた。それが何よ
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りの成果だと思っております。 

 それから、バラ祭りのときにアンケートをとりました。ローズガーデンはどうですか、ま

ちづくりに役立つと思いますかということであれば、やはりまちづくりに役立つという意見

が大半でした。 

 私たちがバラの維持管理作業を通じてバラの講習会、バラ祭り、バラ祭り反省会、バス旅

行等を通じまして楽しく活動を広げていくことが街の活性化につながると思っております。 

 我々、住民の方もいろんな街のアンケートをとりまして、やはりこの街が一番よくなった

条件は何かと聞きますと、やっぱり花ができてよくなったという意見が圧倒的に多くなりま

して、反対に店が閉まってしまったというのが一番悪くなった条件、というような結果も出

ております。 

 今後どうするんだ、ということですけれども、バラ園の維持管理できる人を増やしていく

ということを考えております。 

 もう一つは、増やしてどうするんだ、といったときに、六甲アイランドの中にマンション

があります。六甲アイランドの中には分譲マンションが 18ほどあります。そこには皆、庭が

ありまして、やはりそこは皆さん、管理組合の人が庭を手入れされているんですが、そこを

まずバラ園にしようかなというふうに今考えております。 

 その中にはローズガーデンファミリーのメンバーがおられますので、そのメンバーがリー

ダーとなってマンションの庭をバラ園に変えていくということを考えていきたいと思ってお

ります。 

 また、毎年開催しているバラ祭りも、まだ島の中の人だけということで今考えているんで

すけれども、やっぱり島の外からも呼ばなきゃいけない。こういう全国花のまちづくりの賞

をいただきましたので、ぜひ島の外の人に島の中に来ていただく、ということを思っており

ます。 

 私も、3年で非常に素晴らしいバラになってしまったことにびっくりしているわけですが、

白砂先生曰く、それは計画どおりですよと。初めから私が思っていたバラ園ですよ、と言わ

れてしまったんで、ああ、そうですかということで非常にびっくりしているんですけれども、

非常に素晴らしいバラになっております。 

 これがバラ園の状況ですが、これを見てわかるように、立柱の中をつるバラが上っていっ

て、立体的なバラの立柱となっていて、下の方は、ジギタリスとかいろんな宿根草を混植し
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ています。このバラ園が、横に高層ビルがある、というように、都会の中、ビル街の中心に

あります。 

なんでこういう取組が成功したのかな、というふうに私自身考えているのですが、結局は、

神戸市が自らこういうことをするのではなく、住民に任せた。あなた方、好きなようにしな

さいと。川を直すと 1 億円かかりますからね。1 億円が 1,000 万円ぐらいで済んだら安いも

のだと思ったのかもしれませんが、皆さんの言うとおりしますの、ぜひ考えてくださいとい

うように言われたことです。 

 それから 2 つ目です。神戸国際大学に白砂先生という素晴らしい先生がおられたというこ

とが１つです。 

 それから 3つ目が、六甲アイランド CITY自治会、これが非常に大きな組織なんでそういう

組織があったと、これも 1つと思います。 

 それからもう 1 つは、やはりバラをメンテしてくれるローズガーデンファミリーですね。

これは 43名おるんですけど、そういう人がおられたということが 1つの大きな要因かなと思

っています。 

 最後に一番よかったのが私です。私自身が、なんとかなるだろう、と思って活動したのが

よかったかなと思っております。 

 こういう素晴らしいバラ園ができておりますから、5月 16日からバラ祭りを開催しますの

で、兵庫県の神戸ですけれども、ぜひ来ていただいて、ローズティーやワインのあるサービ

スをしますので、ぜひ来ていただけたらと思っております。 

 どうもご清聴ありがとうございました。 
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（３）まちづくりリーダー養成講座 OB会 代表 安尾 昌子氏（兵庫県加古川市） 

 

皆さん、こんにちは。 

 今ご紹介いただきました、加古川から来まし

たまちづくりリーダー養成講座 OB 会の会長を

しております安尾といいます。よろしくお願い

いたします。 

 まず、平成 14年から 25年まで、12年間の歩

みということで、加古川市なんですけれど、兵

庫県の中のこういう位置にあります中核都市な

んです。 

 人口が 26万 8,000人、それから面積が 138ｋ㎡ということで、一級河川加古川がこの街の

中を流れているんですけれど、のどかでのんびりとしていて、比較的住みやすいところです。 

 東は大都市、神戸市です。西は世界遺産がある姫路市と隣接するという、こういうちょっ

と中途半端な中にある街です。 

 その中で OB会について説明するんですが、これは加古川市「花とみどりのまちづくりリー

ダー養成講座」という講座を加古川市がしまして、それは平成 14年から開催して今もやって

いるんですけれど、その修了生がつくった会でございます。 

 まちづくりリーダー養成講座の修了生というのは、去年を入れますと 388 名になっており

ますが、構成員が 165～170名というような緩やかな団体です。その中の多くの方は NPO加古

川緑花クラブの会員でもありまして、その中の活動というのは、それぞれの授業中につくっ

た花壇であるとか、庭園であるとか、そういうところの花の植え替えであったり、水やりで

あったり、草取りというようなことを自主的にされております。 

 花壇、庭園というのを 12年間やっておりますけれど、それの総合面積は 860㎡、そこを 1

周すると 1.2kmという割と大きな規模でやっております。 

 先ほど言いました「花とみどりのまちづくりリーダー養成講座」なんですけれど、これは

身近な緑の有効利用と、花と緑にあふれたまち、美しく優しいふるさとづくり、「ひと・まち・

自然がきらめく清流文化都市 加古川」の実現を目指すということで、加古川市の緑化ボラ

ンティアをつくるための講座でございます。 

 そのコンセプトなんですけれど、花と緑を手段

にした人間性あふれるコミュニティーの創造、そ

れからボランティア精神を育み、活動を通じて自

らの自己実現をするということでございます。 

 内容なんですけれど、それをするための植物の

知識を身に付けていただくということで、この小

さなセルトレーに一粒一粒種をまいて、そして育

て、ポット上げをする。そして、それを自分たち

が設計したこういう花壇に、それぞれ植えます。
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花苗が 1 カ月たってこんなに大きくなっているんです。それを自分たちの好きなような形で

勉強しながら植えていっている様子でございます。 

 それが 6月に植えたときはこういうような状態で

あったものが、2 カ月たつとこんなに大きいに育

っているんです。買ったサルビアなんかはこの夏

の 8月でかなりやられてしまったりするんですけ

れど、実際種から育てた植物というのは本当に強

くて、美しいというよりも元気なといったらいい

んでしょうか、そういう花壇ができ上がっており

ます。 

 先ほどありましたマリーゴールドを植えかえ

るときに、最後まで花の有効利用をしようということで、マリーゴールドを摘んで染色して

いるんです。男の方も初めての経験なんですが、マリーゴールドってこんなにきれいに育つ

んだな、植物ってすごいなというようなことで、ますます植物に対する畏怖というんですか、

リスペクトが高まってくる、というようなこともやっております。 

 そうはいうものの、一番大事なのは、植物を育てていらっしゃる方だとわかると思うんで

すけれど、土づくりが命。いい土でないと、いくら肥料をやっても、ということがあります

ので、その土づくりをしようということで、日
ひ

岡山
お か や ま

公園という所を活動の舞台にしています。そ

こにはアベマキ、コナラ、クヌギ、そうした広葉

樹林がいっぱいあるんです。その広葉樹の落葉を

集めて、これに米ぬかであったり、それから油か

す、お水を入れながら、ミックスしながら、1 カ

月たったものをこちらに移動し、また 1カ月たっ

たらこちらに移動する、というようなことで、本

当に 1年かけて腐葉土を作っております。 

 その作った腐葉土をそれぞれの花壇の中に入れているというようなこともやっております。 

 そして、その講座の中には、公園をきれいにするということと、やっぱり剪定の技術を身

に付けたいという方もいらっしゃいますので、剪定というよりも伐採に近いような、茂って

いるような公園ですね。そこを、女の人も刈り込み

鋏を持ってみんな切り刻んで、これはツツジなん

ですけど、ヒラドツツジがきれいになった状態で

このようにやっているんですけど、みんな汗をか

きながら切るのが楽しいようで、剪定の授業はと

ても人気があります。 

 そういうことをやりながら、日岡山公園は桜の

名所なんですが、それをリニューアルしようとい

うことでやっていきました。 
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 日岡山公園の説明をさせていただきますが、日岡山公園は大きな公園なんです。総面積で

いったら 36ヘクタールございます。昭和 32年にできた都市公園といいますか、総合公園で、

中には野球場があったり、プールがあったり、サッカー場があったり、そういう近代的な施

設とともに日岡神社、それから日岡御稜といった古代の、いにしえの歴史を合わせ持った公

園なんです。 

 そういう公園で、有名なのは桜通りという、加古川で公称 1,500 本の桜まつりが開催され

るところなんです。そこしか、はっきりいって人気がない公園だったのを、なんとか私たち

の力でもっと魅力あふれて人が来るような公園にしよう、というようなことでリニューアル

を始めました。 

 春の桜、それから渡り鳥とかアサギマダラとか飛んできたりして、バズーカ砲のようなカ

メラを持って撮りに来る人が結構多いんですね。そんな公園です。 

 その公園をリニューアルしようといった目的なんですけれど、古い公園です。昭和 32年で

すのでもう 60年前くらいの公園で、あまりお金も入れておりませんし、木は大きくなってぼ

うぼうというような状態で、なんとか今あるものを有効に利用して、そして活性化していき

たいと思って始めたんです。 

 そういうことをやりながら、やっている人たちがやりがい、生きがいをつくって、そして

仲間づくりに励む。そして今まで単なる散歩をしていたり、公園を利用していた人たちが、

今度はその仲間に入って主催者となって、そういう活動を手助けするような、そういうこと

をやりたい。そして未来の子どもたちにこの自然を受け継いでもらって、そして住みよい世

の中をつくっていく。そのために自然ってこんなに楽しいんだよ、ということをわかってほ

しいなということで、子どもたちに自然の楽しみを教えたい、と思いました。 

 そういうことをやりながら、結局はやっている人が健康になって楽しくなればいいなとい

うことを目的にやりました。 

 私はここで 13年前から働いているんですけれど、来たときというのは、ぼうぼうといって

いいような、公園の入口がこのような公園だったのを、みんなで力を合わせて春はこういう

ように花がいっぱいの花壇に変えていきました。 

 そして、これは過去に先輩が作った花壇で、その

中でちょっとギブアップされたようなものを後輩

が受け継いでやっていこうということで、「レイン

ボー花壇」と名付けて、それぞれ１つの花壇は 5㎡

ぐらいなんですけれど、そこに季節ごとの色の異な

った植物、宿根草を中心とした植物を入れて、維持

管理していく。そういうこともやってきました。 

 そういうことをやりながら、一番の花壇を作ると

きのコンセプトというのが、どんどん、どんどん、

広い場所ですので人の手がかからない水やり、植え替えの少ない、本当にローメンテナンス

を手がけようということ。それから先ほど言ったように土をいいものにしよう。そのために

自分たちで作った腐葉土を使いましょうということで、土壌の改良にすごく力を入れました。 
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 それから先ほどの事例発表でも農薬を使わないとおっしゃっていたんですけれど、本当に

公園ですので、できる限り農薬を使わないで、来た人に安全を感じてもらえるようなものと

いうことで、植えつけ時に浸透移行性のオルトランを少量入れるだけで、あとは上から農薬

をかけないという形で、それこそ手で虫を取っておりますけれど、そんなことをやって安全

を期しながらやっております。 

 そして、お金をかけないである物はなんでも、拾ってきてでも使うという廃物利用という

ことを心掛けながらやってきました。 

 そういうことをやって、その総体性として今度は新名所ということにしましょうというこ

とで、日岡山公園の中で、ここが桜通りで皆さんが知っている日岡山公園のメインストリー

トなんですが、そこじゃなくてこのグリーンのところをガーデンロードと名付けて、そして

この緑の部分というのが、それぞれの期の生徒さんたちが作ったお庭なんですけれど、その

点を線でつないで、そして名所づくりをしようということで始めて、ガーデンロード・マッ

プという地図も作りました。 

 その事例なんですけれど、これが一番最初にで

きた、2003 年にこんなような感じだったんです。

これが先ほどのピンクの桜並木の大通りです。そ

の横から入っていって、そして 2014年現在、1カ

月に 1 回ぐらいしか活動してないんですけれど、

それでもこんなに花が元気に育っております。 

 そして、いろんなことをやりながら 2007 年に

は、ここにある瓦は、兵庫国体があったときに

2,000 枚の不要な瓦があったんです。それ譲りま

すというんで、じゃいただきますということでもらって帰ってきまして、もうほとんど人が

行かなくなったようなところから、美しい何か見どころのあるようなものにしようというこ

とで、オブジェを作ったり、こんなことをして遊びながら開発していきました。 

 ここは日岡山の旧配水地ということで、加古川の

水を引いた、本当にその配水地があっただけのと

ころだったので、人がほとんどここに入っていく

ということがなかったようなところだったんで

すけれど、ここを何とかいいものにして、人が来

るようにしようということで、一大決心をしまし

て、こんなような状態だったのを、これ 90cm の

高さに先ほどの瓦をこのように美しくトリミン

グしまして、そしてこれ、淡路からもらってきま

したので、淡路の投網をイメージしながら設計し、

ここに後ろにあるのがその瓦なんですね。もらってきた瓦です。 

 そして 2007年に植えたときこんなんだったんですけれど、ここは水やりも全くしてないん

ですけれど、今、2014年でもこんなにきれいに咲いているんです。そういうことをしながら、
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一つ一つ 1 学年でこのくらい、ここを何とかしようというようなことで力を合わせて、2007

年にこういう状態、この石をひいたり、道を作ったり、これも全部手作業でやりました。 

 兵庫県の県の花ですね、ノジギクを植えたのもこんなに元気に育っておりまして、ここも

水やりをほとんどやっていません。そういうことを毎年、毎年繰り返して、その次はここ。

ここが旧配水地の入口でこんな状態だったんです。こういうところに行く人というのはなか

ったんですけれど、このように整備をすれば人が来るだろうということで、これが廃材で作

った、トウカエデの切り株があったのと、これはベンチの座のところを壊して、下はペンキ

が塗ったままなんですけど、このようにいろんな、落ちている物を拾いながら、花壇であっ

たり、椅子であったり、テーブルであったり、というようなことをやっていきました。 

 とうとう 2010年には入口のところまで来まして、日岡山公園の入口というのはこんなふう

に、大きなヒラドツツジしかなかったんです。本当に 1 週間、ヒラドツツジが咲くだけで、

それ以外は、この中に入っていくという方はほとん

どいなかったです。そういうところを来た人には

っとさせるような、なんかすてきな場所にしよう

ということで、壮大な、ここは 400㎡ぐらいはあ

るんですけど、そこにロックガーデンのようなも

のを作って、そして石組みをしながらやっている

んですが、看板を作ろう、自分たちの看板で「ハ

ーモニーの丘」と名付けたんですね。看板を作ろ

うということで、捨ててあった座卓ですね、これ。

座卓をパーンと縦に切りまして、そしてちょっと彫

刻のできる人がいたので、ノミで彫って設置している状況です。 

 こういうことをやりながら、やっぱり憩える場所も欲しいね、ということで、このデッキ

の基礎も全部自分たちで作ったんですけれど、女の人も始めてノコギリを使ったり、インパ

クトドライバーを使って、設計から施工、全部やりました。 

 そんなことをやったり、それからこの歩くところを花いっぱいにしようということで、こ

こにスイセンであるとかそういう、放っていても毎年咲いてくれるような植物を植えたんで

す。 

 そして、これが終わった後はヒペリカムが出てきたりとか、昼咲月見草が出てきたりとい

う形で、あまり手間をかけないけれど、いつも

緑と楚々とした花が咲いている、そんな設計に

しました。 

 これはそのときの園路を作っている様子なん

ですけれど、一個一個石をバケツリレーでやっ

ていて、みんな自分たちで打ったりしていきな

がら、開発をやってきました。 

2011年には東北の大震災があって、その時に

「絆」という言葉が流行ったですけれど、ここ
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を名付けるときも「絆花壇」という名前にしようということで、これいろいろなところで使

わせてもらっている私たちの一番の写真なんですけれど、シンボルツリーにトウカエデ。冬

場の何もないときに、こうやりながらいろいろなカラーのガーデンを作りながら、そしてみ

んなそれぞれ卒業後も、今も管理しております。 

 これ 2 月の一番寒いようなときに、このアンティークレンガですね。それも捨ててあって

使ってないようなレンガを、こうやって水糸を張りながら、このようにして作っていってい

る状況です。 

 2012年には「志花壇」というのを作ったんですけ

れど、この志というのも、これ 11 期生が作った花

壇なんです。これが十一なんですよ。それのハート

形の花壇ということで志と皆さんが命名しまして、

これは宿根草ばかりで作っている、46㎡ぐらいある

んですけれど、なかなか見どころのある大きな花壇

でして、今、楽しみな花壇です。 

 こういうことをやりながら、NPO 加古川緑花クラ

ブというのを立ち上げたんですけれど、それができ

たのは平成 17 年ということで、今年で丸々10 年と

いうことになるんですね。 

 なぜこういうものを立ち上げたかというと、植えたり、作ったりするのはみんな楽しいん

ですけれど、その後フォローしていってくれるというのは、一番花壇管理の中で難しいこと

なんです。それをするために持続可能な活動にするためにはどうしたらいいのか、やめてい

く人がいても入ってくる人がいて、その人たちが後押ししていってくれれば、理論的にはず

っと持続可能ということになるな、というようなことで、いろいろ市から委託を受けたもの

をいただいたりしながら、緑花クラブという形で活動しております。 

 その活動の内容をご紹介します。私が一番最初に作った花壇なんですけれど、国道際の未

利用地を緑化して欲しい、スポットガーデンみたいにして欲しい、というように言われて、

結構、広いんですよ。一個一個が 130 ㎡ぐらいあるんですけれど、この基礎から、それから

みんな自分たちで転圧して、それも手で転圧して、そしてレンガをひいていった。そのよう

な花壇なんです。 

 その花壇を、作ったままで放っておくわけにい

かないから、市から委託事業として引き受けて、

今は NPOがそれぞれに管理しております。 

 ここもそうです。いっぱい作りました。加古川

に来られたら交差点ごとにある花壇というのは、

みんなこのリーダー養成講座の OB が作ったもの

だというふうに思ってくださってもいいぐらい

で、加古川のこの花壇は北側にあって、本当にや

りにくい場所にあったんですけれど、この御影石



29 
 

１枚 30kgあるんですよ。これ全部ひいたんですよ。もう本当そんな、ちょっと死ぬかな、と

いう思いでやりながら、いろいろやってきた、そういう思い出があります。 

 ここは今まで大体冬にやっていたのが、真夏にやらなくてはいけなくて、そしてやったの

はちょうど 8 月ぐらいです。ヘルメットをかぶってやるんですけど、本当に死者が出ないか

なと思うぐらいの暑い、そういう時期に死にもの狂いでみんな力を合わせてやった花壇でご

ざいます。 

 そういうことをやりながら、事業で花壇以外にこの森をめぐったりしているときに、やっ

ぱり木の楽しみとか、ここの公園自身が持っているポテンシャルというものがあって、そう

いうものを自分たちが考えていって、いろいろなことをしましょうということで、インター

プリターというものを作りました。インタープリターというのは、今日初めてお聞きになっ

た方もいらっしゃるかもしれませんが、翻訳者、通訳とかいうふうにいわれているんですけ

れど、単なる案内人ではなく、日岡山公園の魅力を案内する人が感じ、それを来園者に伝え

る。自然とか生き物を身近に感じて、それを人に伝える。 

 自然観察を通じて自然の移り変わり、環境の変化、あるべき自然を考えて、私たちにでき

ることを始める。そして子どもたちに自然の素晴らしさ、厳しさをともに感じて、それをま

た伝える。異世代の交流を図り、そして人としての交流を図ることで自分たちも満たされる、

というようなことを考えながら、インタープリターというのを、養成講座をやっております。 

 これは、異世代間の交流です。ここに来た人た

ちにインタープリターをやっている方々がいろ

いろなアンケートであったりとか、クイズであっ

たりとか、そんなことをいろいろしながら。日岡

山公園にいっぱいどんぐりがあるんですが、その

どんぐりを利用して、こんなことができるよとか

いうふうなことでやったら、子どもたちが結構面

白がるんです。 

 これ、皆さん、わかりますか。これヒマラヤシ

ーダーの球果なんです。ヒマラヤスギに、こんな

バラみたいな種ができるんです。それがいっぱいありまして、それを朝早く拾いに行くんで

すけれど、それを見つけた人はすごくラッキーなんです。これを工作に使ったり、染めたり

していろんなことをしながら自分たちも楽しん

でいるという、こういうことです。 

 そういう近くの公園だけにとどまらずに、近く

の日岡小学校に依頼されまして、植栽であるとか

自然観察であるとか腐葉土づくりなんかを教え

たりして、また、県立の加古川北高校から、緑化

に関する奉仕活動を教えてほしいということで、

高校１年生になったばかりの子に、あなた方のお

じいさん、おばあさんみたいな人がこんなことを



30 
 

やっているのよ、とか言いながら、いろんなことを、一緒に掃除をしたりとか、そういうこ

とをやっております。 

 ほかの日岡花クラブというようなボランティア団体、それからライオンズクラブの方々へ

の腐葉土づくりとか、いろんなことをやりながら、地域の人を巻き込んで、そして緑化、そ

れから奉仕、いろんなことを一緒にやっているんですけれど、これがそのときの状態ですね。

こんなことをやっています。 

 そういうことをやって、十何年間続けてきて何が得られたかということなんですけれど、

これ兵庫県の人間サイズのまちづくり賞というものをいただくことになりまして、これがき

っかけでまちづくり功労者賞という、国土交通大臣賞をいただいたわけなんです。 

 そうこうしているうちに、この全国花のまちづく

りコンクールに出したらどう？ということをいわ

れまして、それだったら出してみようかといって出

したら、初めての大賞をいただくということで、ま

た、ここで今日このようにしゃべらせていただいて

いる、というようなことにつながっております。 

 今後なんですけれど、会員はそれでも 60 歳の方

で 70 歳、70 歳で始めた人は 80 歳、最高齢の 89 歳

の方がこの前お亡くなりになったんですけれど、老

化というのは否めない現象なんですね。その中で、

もう公園には行けなくなったけれど、自分の近くの公園であったりとか、公共施設の花壇ぐ

らいだったら、ちょこちょこできるよ、という人は、そこで一生懸命頑張ってくれています。 

 そして、そのときに今までの活動を通じて、隣り近所の人ではない、その活動を通じた地

縁で結ばれているというような、そういう人間関係が今できておりまして、ここで活動をし

ているということは生涯現役、死ぬまで頑張ってやろうな、というように言っておりまして、

今も頑張ってやっているところでございます。 

 以上です。ありがとうございました。 
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（４）広島市の事例 

  ① 株式会社ヤマサキ 製造物流部 工場長 中本 敬氏（広島市中区） 

 

皆様、こんにちは。 

 株式会社ヤマサキで工場長をしております中

本と申します。 

 早速ですが、花のまちづくりの事例発表をさ

せていただきたいと思います。 

 唯一の企業ということでありますので、少しだ

け企業 PRをさせてください。 

 弊社は、ヘアケア・スキンケアの化粧品と入浴

剤、アロマの製造販売を行っています。ラサーナ

というブランド名で、全国のドラッグストアや通

信販売で商品展開しています。お客様に感動と満足をお届けすることを念頭に商品開発をし

ています。 

 特に、お風呂上がりに使用するヘアトリートメントの売り上げでは国内シェアを 6 年連続

で No.1（注：2008 年～2013 年実績（ラサーナブランドとして）、「化粧品マーケティング要

覧 2009～2014（富士経済調べ）」による。）をいただいていて、広島発の化粧品メーカーとし

て全国展開をさせていただいております。 

 このたび表彰の対象となった工場について、簡単にご紹介します。 

 弊社の西風
せ い ふ う

新都
し ん と

工場は、化粧品の製造工場として 2007年の 6月に稼働しました。8年目に

入っております。設計の段階から一般の方に無料で工場見学をいただきたいなというところ

で、専用コースを設けながら建設をしました。年間 3,200 名ぐらいの方に来場をいただいて

おりまして、累計で間もなく 3万名の来館者数を迎えるというところです。 

 見学コースの設置と同時に、屋上も 500㎡ほど

緑化を行いました。大体小学校の校庭のトラック

を一回り大きくしたぐらいの広さです。工場本来

の機能は追求しつつ、この緑化というところで環

境対策、社会貢献というものを意識して建設しま

した。 

 屋上庭園の特色について、3 つほどお話をした

いと思います。 

 1 つ目は、四季の変化を伝える植栽ということ

で、先ほどもお話ししたんですけど、年間で 3,000 名以上の方に来館いただいています。季

節ごとに庭園にお越しいただきやすいようなイベントを開催していることもありまして、何

度も地域の方、近隣の方も含めてお越しいただくリピーターの方も多いということなので、

飽きがこないように、来るたびにまた新たな発見を提供できるようにということで、四季を

感じる、変化を感じるような植栽を心掛けております。 
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 2つ目は、自社従業員による企画・運営です。 

 いわゆるお金をかけて専門の庭師という方に

は頼っていないという運営です。地域の園芸の業

者の方には相談はいろいろするんですが、自社の

従業員が責任を持って、それぞれ平素はものをつ

くったり、出荷をしたり、開発をしたりという人

間が合い間でいろいろとアイデアも出し合いな

がら、中心となって動いている人間もいますので、

その人間たちと一緒に運営をしています。 

 自社の従業員が直接的に取り組むことで、よりお客様をおもてなしの心でお迎えできるの

ではないかなという形で、こだわりを持ってやっております。 

 工場は 7 割ぐらいが女性従業員ですので、女性らしい繊細で柔軟な発想を庭園に反映させ

ているというところです。 

 3 つ目が工業団地と自然の調和ということで、工場がある西風新都というエリアは山に囲

まれておりまして、自然に近いので庭園には、ハクセキレイといった小鳥とかミツバチなど

も訪れるというところで、工業団地というところにありながら、自然と一体化して自然と共

存するというところを意識しているというところです。 

 庭園とまちづくりというところを、どのような

形で考えているのかというところについて、こち

らも少し簡単にお話しします。 

 当社ではこの「つながる」いうキーワードを合

言葉にして運営を、まちづくりを考えております。 

 まず 1つ目が、企業とさまざまな団体が「つな

がる」というところです。 

 学習や研修の場として積極的に活用いただい

ています。保育園や幼稚園、小中高大という社会

見学とか職場体験はもちろんなんですが、地域の

企業団体や社会福祉協議会の方、障害者施設の方々、その方々のご要望にお応えをしながら

見学をしていただきつつ、庭園に慣れ親しんでいただくという機会をつくるようにしていま

す。生涯学習の場として活用をいただいているというところです。 
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2つ目が、友人、知人と「つながる」。 

 工場見学に行こうとか、庭園を見に行こうやという話をきっかけにして、昔ながらの友達

とまた再交流する場になったりとか、小さいお子様を抱えておられるお母さん、ママ友とい

う形の話題づくりでちょっと行ってみようという形で、人と人がつながっていくというよう

なところもあるのかなというふうに思っています。 

 3つ目は地域社会と「つながる」。 

 地域との積極的なかかわりも意識しておりま

して、平素も見学で開放しているんですが、年に

1 回、オープンイベントも開催しまして、地域の

広くからいろいろお越しいただいて、庭園でさま

ざまな交流をしています。 

 4つ目が、従業員同士が「つながる」。 

 お客様をお迎えするというだけじゃなくて、従

業員自らも生かして楽しむようにしています。春

や秋など過ごしやすい日なんかは、庭園を従業員

にも開放していますので、休憩したり談笑したりという従業員も多いです。憩いの場、交流

の場になっているということです。 

 こういった形で庭園、花のまちづくりというの

をきっかけにして、人・自然・地域というのをつ

ないでいくという総合コミュニケーションの場

を提供するというところが、当社の考える花のま

ちづくりであり、当社の西風新都工場の使命なの

ではないかなというふうに思っています。 

 今後もこの場を積極的に活用、貢献をしていき

たいというふうに思っています。 

 今日は少ししか持ち時間がありせんので、本当

はいっぱい話したいことがあるんですけど、続きはぜひ当社の西風新都工場にお越しいただ

いて、実際にその場で触れていただいて、また、当社のことを知っていただき、花に、緑に

触れ合っていただくという機会にしていただければと思います。 

 簡単ですけど、私の発表を終わります。ありがとうございます。 
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② 広島市船越地区社会福祉協議会 会長 上松 敏郎氏（広島市安芸区） 

 

 船越の社会福祉協議会の会長をしています上

松でございます。よろしくお願いします。 

 今回の全国花のまちづくりコンクールですが、

船越の社会福祉協議会と船越小学校、船越中学校、

三者の共同で申請して受賞いたしました。 

 社会福祉協議会はここに書いてありますよう

な構成員、それから小学校は児童数が 494人、中

学校が 221人、小中 1校ずつの学区です。 

 花づくりのきっかけでございますが、平成 8年

度に広島市の社会福祉協議会が船越地区社協を

福祉教育の推進拠点ということで指定されまして、同じ年に中学校が福祉事業指定校として

指定を受け、これがきっかけになりました。また、平成 11年、船越小学校がさらに福祉事業

指定校に指定されました。 

中学校では、平成 9 年度からいろんな敬老会のボランティアとか福祉施設等に生徒が行っ

て、福祉事業に関心を持っていただくという形でやっていましたが、平成 12 年度、花の苗を

育てて敬老者にプレゼントする。小学校では、同じく平成 12年度に 4年生が地域住民とパン

ジーの苗を作って、ちょうど平成 13年 3月に安芸区の文化センターができまして、これは船

越町に所在していますが、その文化センターの落成式にパンジーのプランターを持っていき、

ここで展示をし、入口のところに飾って落成式を賑やかにしたということです。 

 花のまちづくりの特徴ですが、まず小学校。

保護者と地域の者と 4年生が協働作業をする。

種まきのとき、芽が出てポットに植え替える時

期、それからプランターへの移植、この 3回の

時期を地域と 4年生とで協働作業をしておりま

す。 

 中学校の方は、全学年の協働作業でマリーゴ

ールドを栽培していまして、ポットへの土入れ、

それから種まき、それから草抜きとか間引きと

かいうことをやっております。これは中学生だ

けで実施をしているところでございます。 

 取組としまして、社協の方は、平成 21 年度か

ら助成金を交付しているという状況です。 

 花のまちづくりでアピールしたい点ですが、小

学校では 4年生の取組として定着しておりまして、

地域の方もずっと定着していまして、大体地域が

50 人～60 人ぐらい、花による地域の景観づくり

に寄与している。できました花については、各所

に配布しております。区役所の玄関であるとか老

人いこいの家の前とか、小学校の前の街路樹、そ

れから小学校の入学式、卒業式を飾る。あるいは
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管内の消防署というような公共施設には配っております。 

 中学校の方は、平成 12 年から 21年までは敬老会対象者に、全戸に生徒が個別に花を持っ

ていっておりました。皆様のところと同じように敬老者の数が年々増えますので、平成 22

年度からは敬老会に出席された方にマリーゴールドの花を、帰りにお渡しするということで、

これは公民館で敬老会を実施していますが、その配布のための準備も中学生がやり、花のプ

レゼントを中学生から受け取って帰るところです。 

 社協の方は別途に平成 15年から地域のボランティアの方で、老人いこいの家の庭で苗づく

りをしていただいて、児童公園とか公共施設のところへ、このように花の苗を配って、管理

しています。これは、将来は道路になる用地でございますが、道路になるまでの間、こうい

う形で花いっぱいに管理しているということです。 

努力している点ですが、小学校の方では地域の方への感謝の挨拶やお礼の手紙等を出して

いただいています。ありがとう会があり、パンジーを移植したり苗を植え替えたりというと

きは、児童の方からお礼の挨拶をしてもらったり、子どもから手紙が来たり、最後に「あり

がとう会」を、これは 3月になって学校で行っております。 

 中学校の方ですけど、花づくり、花のプレゼント

等を通じて、生徒のボランティア精神が培われまし

て、敬老会には出てもらい、そのほか区民まつりで

もボランティアで奉仕をしていただいています。 

 敬老会のとき、履物の袋の配布、会場への案内、

お茶の接待、といったものを毎年ボランティアとし

て協力していただいております。 

 社協として地域の方の協力を継続してもらうと

いうことで、地域の方も老人いこいの家で花の苗を

作っていただいて、各公共的なところに町内会を通

じて配布して、町を花で飾ることをやっております。 

 最後ですが、活動してよかった成果等ですが、小学校の方では地域と交流ができて、地域

に守られている、という評価を受けています。中学校では敬老の日にプレゼントすることで

思いやりや優しさを育て、生徒と地域との触れ合いが深まった、という評価を受けています

し、社協としましても地域と小学校、中学生との交流ができまして、見守り等について生か

されている、というように感じて、今後も続けていきたいと考えているところでございます。 

 以上で、簡単でございますが、船越の状況についてご報告させていただきました。  
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③ 藤の木学区まちづくり推進協議会 会長 古屋 忠臣氏（広島市佐伯区） 

 

よろしくお願いします。 

 それでは、ただいまより「藤の木学区まちづ

くり推進協議会 お花いっぱい運動」の発表を

始めさせていただきます。 

 藤の木学区は、広島市佐伯区の北西にそびえ

る名山、窓が山のふもとに開かれた藤の木地区

と奥原地区の 5つの町内会で形成されている住

宅団地です。昭和 61年から入居が始まり、人口

は平成 27年 3月現在約 5,000人となっています。

小学校、幼稚園、児童館、公民館、集会所、近隣

公園等があり、町内会や各種団体の活動がとても活発です。 

 今から 4年前、まちづくり推進協議会が主催する住民参加型のワークショップの会合の中、

「雑草の生える殺風景なのり面を夢のあるお花畑に変えることはできないだろうか」「きれい

な花が咲いたら楽しいよね」といった素朴なご意見が、この事業の大きなきっかけとなりま

した。 

 まちづくり委員会は素人集団ではありますが、芝桜のお花いっぱい運動に取り組んだ第１

歩です。作業の初めは、刈り払い機でのり面の草刈りでした。斜面のため、足もとを十分注

意しながら作業をしました。 

 お花畑にするためには荒れ地を耕し、雑草の根

の除去が必要になりました。作業工程の中で最も

手間と時間がかかり、毎週同じ作業をしていると、

本当に最後までできるのかなと不安になること

もありました。 

 次は土壌づくりですが、その前に作業効率と安

全性を確保するための作業足場づくりをしまし

た。近くの竹やぶからモウソウダケをトラックで

運び、のり面に杭と番線で固定しました。同時に、

のり面の土砂流出防止にもなります。 

 よい野菜や花を作るためには土壌づくりとい

います。素人の我々は、専門家の先生のアドバイ

スを受けながら、一歩一歩荒れ地の土壌を改良し

ていきました。お花づくりの名人からもいろいろ

とご指導をいただきました。 

 ７つの花文字を白の芝桜で植栽し、周辺を赤の

芝桜で植栽、「ふじのきだんち」の花文字を浮か

び上がらせます。PPロープと杭で一文字一文字を

丁寧に作っていきました。 
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 花文字の全体が見えてくると、文字のバランスの悪い部分や文字の修正が必要なところが

ありました。完成すると「ふじのきだんち」の花文字が見事に浮かび上がってきました。 

 植え込みは、花文字の白の芝桜から行いま

した。苗は植え込み作業の数カ月前に専門の

業者にお願いして準備していただき、植え込

みは講師の先生から指導を受けながら、一つ

一つ植えていきました。 

 植え込み作業は町内会役員、まちづくりの

代議員、ボランティア等、多くの皆さんが参

加してくださいました。作業の中では、「芝桜

がいつ咲くのか早くみたいね」「苗が立派に成

長するのかな」など、お花畑談義で花が咲い

ていました。 

 春休みになると、子ども会、子ども会ソフトボール部、藤の木小学校の卒業生たちが植え

込みに参加してくれました。子どもたちの歓声がのり面に満ちあふれて、この事業を行って

本当によかったなと思った瞬間でした。 

 会場の皆様、ご覧ください。私たちが大切に育てた芝桜の開花です。花いっぱい運動を開

始して 4 年以上がたちましたが、我々の思いを芝桜は決して裏切ることなく、立派なお花畑

になりました。 

 これらはお花畑の事業を維持していくための設備です。水やり用の水道設備と土砂流出防

止の土のうです。 

 皆様、改めてごらんください。あの小さな芝桜

で、大きな「ふじのきだんち」が咲きました。芝

桜に知識のなかった素人集団が悪戦苦闘でスタ

ートしましたが、一つ一つが形となり、花文字と

なって姿を現わしてくれたのです。私たちの夢が

かなった瞬間でした。 

 花が終わっても、芝桜は 1年のほとんどを緑色

で「ふじのきだんち」を浮かび上がらせてくれま

す。殺風景な雑草やカヤののり面とは比べものに

ならない、団地にとって大きな財産になりました。 

 開花が終わると草取り作業が待っています。来年また立派な芝桜の花を咲かせるためには、

草取り、肥料散布、水やり等の作業を 1年通して行います。 

 活動の第 1 歩であった小さな住民の声がお花畑へ姿を変え、芝桜の花の笑顔に託した、お

顔の見える地域づくりはコミュニケーション、対話、絆の明かりの見える目的づくりへと目

に見えてきました。 

 小さなこの芝桜お花いっぱい運動が、今後の藤の木団地のまちづくり活動の土台となると

確信しています。住民の皆さんが団地に愛着と誇りを持ち、住民同士の触れ合いと住民参加

型の花のあるまちづくりを、住民みんなで取り組んでまいります。 

ご清聴、ありがとうございました。  
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※図または写真は抜粋したものです。 

講 師：公益財団法人浜松市花みどり振興財団 理事長 塚本 こなみ氏 

テーマ：「しあわせの種は花の種」 

皆様、こんにちは。 

ご紹介をいただきました塚本でございます。本

日は花の魅力、花の力、そんなお話ができたらと

思ってまいりました。 

本日は、全国花のまちづくり広島大会の開催、

誠におめでとうございます。基調講演といっても

あまり皆様のお役に立つようなお話ができませ

んが、どうぞお時間までお付き合いをいただきた

いと思います。よろしくお願いいたします。 

私は静岡県浜松市に住まいをいたしておりまし

て、22 歳のときからこの花と緑の世界に足を入れました。最初の 20 年ほどは緑化とか造園

ということに、花というよりも公園を造る、住宅団地ですとか工業団地の緑化をするという

仕事を多くやってまいりました。 

私が 35歳のときに、男性ばかりの造園の世界に女性の感性で緑をつくる会社があってもい

いだろうということで会社を設立いたしました。そしてそのときに、一番最初にいただいた

仕事がヤマハの子会社さんの緑化の仕事でございました。 

工場周りを緑化をしたわけですけれども、樹木だけではこれからの時代、少し違うかなと

思いまして、玄関周りに花をたくさん取り入れてみました。そして、その後に花の植え替え

に土曜日だったと思いますけれども、会社の事業がお休みの日に植え込みにまいりました。 

その植え込み作業にまいりましたら、そこの社員さんが、お子さんと 2 人でキャッチボー

ルを会社の敷地の中でされていたんです。私が花植えをしている作業のところに来まして、

「お花を会社まわりに植えていただいてありがとう。今までは家族に自分の働いている場所

を見せてあげようとは思わなかった。でも、周りに花が植えられてとてもきれいな工場にな

った。ですので、今日は子どもに会社を見せに、そしてここでキャッチボールをしてるんで

すよ」と。 

今日はその写真をお見せできませんけれども、そんなふうにおっしゃってくださいました。

ほんの少しの面積の花壇でしたけれども、花の力ってすごいな、お父さんをこんなにも、お

子さんに自分の働いている会社を見せてやりたいと、そう思う力があるんだとそのときに感

じました。 

そして、じきに 300 区画の宅地造成の緑化のプランと工事のお仕事をいただきました。そ

この事業主、デペロッパーさんは私にこうおっしゃったんです。「塚本さん、女性の感性でこ

この緑化を花いっぱいの住宅団地にしてほしい」というお話でした。わかりましたというこ

とで緑化の基本プランを立てて、その 300 区画の町並を、ここの通りはハナミズキを中心に

して下草にはこの花をとか、販売が始まる前に、花の咲く木と草花、宿根類を植えておきま

７  基 調 講 演                  
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した。 

完成後はその町がどんなになったかといいますと、お隣り同士が「あ、お宅で植えてある

お花すてきね。これを少し分けてもらえませんか」とか、そういった花を通して隣り近所の

素晴らしいコミュニケーションが始まったということで、そのまちづくりは大変有名になり

ました。その当時建設省といわれている時代でしたけれども、「建設省の手づくり郷土賞」を

その町の緑化が受賞をいたしました。大変うれしいことでした。 

平成 3 年度に林野庁が樹木医という資格審査、いわゆる試験制度をつくりました。樹木医

はどんな人が受験できるかというと、7 年以上の樹木の診断・治療・保全保護をしている、

そしてその事例を論文として提出して一次試験が合格となります。二次試験は 14日間筑波の

研修センターに缶詰めになって受験を受けるという試験でした。 

私が論文にしたのは、たまたまその 300 区画の宅地造成の予定地にあった、大きな樹齢

1,000 年という木の移植があったものですから、それを論文にいたしました。１年前に根廻

しをして、根は環状剥皮
か ん じ ょ う は く ひ

――ちょっと難しいかもしれませんが――環状剥皮をして移植をし

たという例を書いたんです。そして樹木医になりました。 

その後、今からお話を申し上げる足利の大きな藤と出会うことになります。私が本当に花

と出会い、花の魅力に、緑化という切り口ではな

い花に出会ったのが、今からお話し申し上げます

あしかがフラワーパークです。 

あしかがフラワーパークの藤の移植の場面を、

ちょっとお出しいただいてよろしいでしょうか。 

これは大きな藤でして、幹廻りが 3メートル 65

センチ。1 本の棚で移植前は 600 ㎡あって、根が

50メートルもあるという大きな藤でした。この藤

を動かしてほしいというご依頼でございまして、

私はこの藤を見て、分かりました、お受けしまし

ょうとその場でご返事をして、この藤を動かすことになりました。 

藤の移植というのは、全国では直径 60 センチまでが動くという文献が残っていまして、1

メートルの藤は無理といわれていました。でも、60センチができたんだから 1メートルでも

できるだろうと私はお受けしたんです。どんな方法をやったかというと、この藤の幹に石こ

う包帯でギプスをして、そしてそのギプスの上に荷揚げ用のロープで上のＨ鋼にかけて、そ

して、このクレーンのＨ鋼を吊り上げて藤を運ぶ

という方法をとりました。 

木も人も同じ命がある。命を守るという考え方

から、石こう包帯を使って藤を移植いたしました。

そしてこの藤がどうなったか。これが数年後に、

移植して 10 年ぐらいでしょうか、咲いた藤でご

ざいます。今は幹周り 4 メートル 30 センチ、棚

面積は 600畳を越えて１本で 1,000㎡を優に超え
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た藤棚になりまして、多くのお客様にお出掛けいただいています。 

私はこの藤を動かした後に園のデザインをお引き受けいたしまして開園に、平成 9 年 4月

にグランドオープンいたしました。その後、この藤の育成をお手伝いしながら、この藤にか

かわってまいりまして、この藤が満開のころに多くのお客様がお出掛けになります。 

この藤の前で体を震わせて、「わあ、きれい」「わあ、ステキ」とおっしゃってくださる方、

また涙をぼろぼろ流しながら車いすで見てくださる方。いろんな方々がいます。 

去年の藤の美しいころ、こんな会話をされているお客様がいました。「生きていてよかった

ね、こんなにきれいな藤を見ることができて」とお話をされているんです。私は大変気にな

りました。どこからどんな方が来て、生きていてよかったと言っているのかと思ったのです。 

ですから「お客様はどちらからお越しいただきましたか」と聞きました。すると「南相馬

から来ました」。とてもつらくて苦しいときをお過ごしになって、それに耐えて来てくださっ

た。そしてこの藤を見て「生きていてよかった」と言ってくださる。本当に私にとっても幸

せな瞬間でございました。 

毎年、毎年、この藤の時期にいろんな方々にお会いします。一人の方は私の顔を見て、「園

長、私は一昨年主人とこの美しい藤を堪能いたしました。主人といっぱい写真を撮りました。

足利から帰って 6月に……」、翌月ですね、5月のゴールデンウィークですから、「6月に急に

夫があの世に旅立ってしまいました。本当につらくて苦しかったんです。去年はあまりにも

つらくて、もう一度来たいねと主人と言っていましたが、来られませんでした。その 1 年後

に、今年はアルバムを持って主人と撮った写真のように、このアルバムの順番に園を楽しま

せてもらいます。主人もきっと喜んでくれると思います」というふうに話をしてくださいま

した。ああよかった、本当につらい時期を過ごされて、また元気に歩み始めて、ご主人様と

ともにこの園内をもう一度歩いてくださる。なんてうれしいでしょうと思った藤でございま

す。 

これが夜の写真と昼の藤の写真です。大変美しい。本当に多くのお客様がお出掛けをくだ

さいます。 

これは八重藤、八重黒龍藤という、遠くから見るとフドウ棚のように見える藤ですね。八

重の藤としては世界で最も大きな 600畳になっている藤でございます。 

この白藤は私がデザインをして作った藤棚です。右隣の藤が庭木仕立ての藤といいますけ

ども、この白い藤が移植前に 65 本も育てられて

いました。この藤を左右に植えて、白藤の棚を作

ったんですが、この藤の満開のころ、1 人のお客

様が、20 分、30 分といらっしゃるんです。身動

きされない。 

「いかがですか」とお声をかけました。すると、

「あまりにも美しくて身動きができない」とおっ

しゃるんです。「今日は母と 2 人で楽しませても

らっています」。母というのが杖だったんですね。

「実は、母が最近亡くなりましてつらくて苦しく
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て、うちから 1 歩も出られなかった」。それを見かねて息子さんが、「お母さん、きれいな藤

を見に行こう」と言って「夕方 4 時半ごろに息子と一緒に来ました。帰りにはおいしい夕食

をどこかで食べようねと言ってくれましたが、閉園の 9 時まで今日は藤を楽しませてもらい

ます。明日から元気を出して元の生活に戻ることにします。それを母が望んでいることに気

が付きました」。 

私はその言葉を聞いてうれしくて涙が出ました。仕事冥利に尽きるってこのことだろうと

思いました。 

あるお客様は、「園長、この藤のトンネルの中を 10 回も行ったり来たり楽しんでいます。

香りとともにこの美しい藤を満喫しています」とおっしゃってくださいます。 

これは園芸名キングサリ。和名はキバナフジで

す。同じマメ科ですけど藤ではありません。カナ

ダとかイギリスに大変有名なキングサリの名称

があります。それを見て私はあしかがフラワーパ

ークにこのトンネルを作りたいと思いまして、日

本植木協会にこのキバナフジを作っている畑を

ご紹介いただいて、これを全部くださいと言って、

自分で掘ってきました。ゴボウ根ですから、庭屋

さんとか生産者の方が簡単にざくざく切られる

のは嫌だと思って、フラワーパークの職員を連れ

て掘ってきて植えたものです。 

あしかがフラワーパークの藤は、一番最初に薄紅藤が咲きます。今日あたりは満開で咲い

ています。そして 4～5日後に紫の藤が見ごろを迎えます。それから 1週間後に白い藤が咲き

ます。そして、さらに 1 週間後にこのキバナフジが咲くんです。お客様は、どうして白と紫

と黄ばなが一緒に咲かないの、と聞かれます。私は一緒に見たいとお客さんがおっしゃるの

で、いえいえ、それではビジネスになりません。同時に咲かないように言い聞かせてあるか

らそれは無理です。4 種類見たかったら 4 回お出掛けくださいと言って、経営がなんとか成

り立っているわけですね。 

このキバナフジは、日本での育成は本当に厳しいんですね、この木を育てるの。胴枯病
どうがれびょう

が

出て枯れるんです。高温多湿の日本が嫌いなんです。そこで私は、真夏は西日を避けるよう

に西側と上に寒冷紗を掛けて、そしてこの 80 メートルの間には大きな扇風機を 10台も置く

んです。そして夏場、ふわーっと風を送るんです。 

お客様がなんて言うと思います？「ここ、すごい。夏、暑い客のために扇風機まで通路に

置いてある」。お客様のためじゃないんですね。私のエゴであなたをこんな所に植えてごめん

なさい。私のできることは精いっぱいやるから頑張ってと話をしながら植えているんです。 

キバナフジが満開になるのが 5月の 10日過ぎごろでしょうか。ぜひ 4回お出掛けください。

この藤の咲くころの足元は、ニッコウキスゲとかハナビシソウとかです。 
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クルメツツジが 5,000本になっていますが、藤

の咲く頃はこのツツジがいっぱいになります。藤

は大変穏やかで静かな色合いです。それに華やか

さを添えてくれる花がツツジです。 

藤が終わるころクレマチス。大輪のクレマチス

を 300株ほど展示してあります。 

次は、私の大好きなアジサイと花菖蒲で静かな、

美しい園になりますね。 

私はハスが好きでして、ハスの命は 4 日間。1

日目は堅いつぼみがほんの少し咲いて夜は閉じ、

2日目はこのぐらい咲いて閉じ、3日目はさらに咲いてほとんど閉じない。4日目は午前中に

さらに開花して、午後には花びらがぱらっと散っていく。 

池の水が鉄分、イオウ分、マンガンとかが非常に

多い水の中でもきれいにすっと首を上げて咲いて

いく姿を見ると、心が浄化されるってこういうこと

だろうと思うほど心が穏やかになります。 

このときに車いすのもう少し重装備の車いすの

お客様と出会いました。乗っていらっしゃるのは 30

代のお嬢さま。押していらっしゃるのがお父さまと

お母さま。その方が近くにいらっしゃったのでハス

の実を一粒どうぞと差し上げました。そして、お写

真をというのでご一緒に写真に入りました。お父さ

まが車いすを押してお嬢さまが離れていったときにお母さまが私にこうおっしゃったんです。 

「今、私たち親子はとても心穏やかに幸せな日々を過ごしています。実は、娘が難病であ

と数カ月の命です。でも、とても幸せなんですよ。娘がもう少しであの世に旅立たなければ

いけないというのは死ぬほどつらい。でも、一日一日が 3 人寄り添って暮らせるということ

を、とても今楽しんでいます。今日は園長とお会いできて幸せでした」とおっしゃってくだ

さったんです。 

私はあしかがフラワーパーク、そしてはままつフラワーパークの責任者で園づくりもして

いますが、花の力って本当に素晴らしい。いろん

な方々といろんな出会いをして、私の心も本当に

癒され、多くの人々の苦しみやつらいことをみん

なここへ置いていってほしい。そう願って私は園

づくりをしています。そんなすてきな出会いをさ

せてくれるのもこのハスでした。 

これは熱帯性スイレン、色は 15 色、あしかが

フラワーパークの園内に夏を演出します。日本中

で屋外で見せているところは唯一です。大変これ
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もきれいです。これは秋、秋にもっと皆様に楽しんでいただきたいということで、秋咲きの

セージの中から選んだアメジストセージです。 

ものすごく手をかけます。ただ植えておいてそのままでは倒れてしまうんですね、背が高

くなりますから。ですから、育てるときには 2 度、3 度ピンチして小さな脇芽を残してその

脇芽にいっぱい花が咲くように大変な手入れをします。さまざまな方が視察に見えて、アメ

ジストセージを植えたいので教えてくれというから、手をかけられますかということで、望

まれればご指導申し上げますけれども、あしかがフラワーパークでは本当に手をかけて、お

客様に美しいものをお渡ししたいと思って育てています。 

これであしかがフラワーパークの映像は終

了でございます。次、はままつフラワーパーク

の方をお願いします。 

今日は皆様に何をお話し申し上げようかと悩

みました。いろんな事例は事例発表で皆様がお

話をされるということで、私は、私が経験した

こと、先ほどはあしかがフラワーパークでござ

いましたが、今度は、はままつフラワーパーク

でお話をさせていただきます。 

実は私、静岡県浜松市に住まいしています。

あしかがフラワーパークの話を皆様にすると、栃木県の人間だろうと思われますが、静岡県

浜松に住んでおります。小さな造園会社をやりながら、日本中の公園の設計とかいろんな藤

の公園づくりのお手伝いをしています。 

「浜名湖花博 2004」というのがあったのを皆様ご存じですか。大変盛大で、540 万人もの

お客様がお出掛けくださいました。浜名湖の美しい所にありました。 

「浜名湖花博 2004」があった年を境にして、浜松は花のまち。オープンガーデンも増え、

40軒、50軒という方がオープンガーデンをしています。花のまちづくり、そして花のボラン

ティアさんも大変増えました。 

2009年は「モザイカルチャー世界博覧会」というのが行われました。また、モザイカルチ

ャーとは一言でいうと立体花壇です。それも世界大会が行われました。そして昨年は「浜名

湖花博 2004」の 10 周年記念事業ということで、全国都市緑化フェアを兼ねて「浜名湖花博

2014」が開催されました。 

はままつフラワーパークは、浜名湖花博 2004 年が終わった年から、それまでは 50万人、

60 万人、お入りいただいた年間入場者数ががくっと 25 万人に半減してしまったのです。そ

の後、今流行の行革審、浜松行政改革審議会から税金の無駄使いを行政がしないようにチェ

ックをするということで、やり玉に上がったのがはままつフラワーパークです。 

2004年までは、50万人、60万人と入園され、利益が出て税金がいらなかったんですけど、

2004 年から 25 万人になり、一気に赤字になって何億もの赤字になりました。赤字を改善し

なさいと行革審からいわれても、なかなかそれを改善できませんでした。はままつフラワー

パークは今まで行政の方が理事長になり担当していましたが、これからは民間人の理事長を
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要請して再建をいたしますと、行革審に市が約束をしたわけです。 

私は還暦も過ぎ、受けるつもりはなかったんですが、あしかがフラワーパークの経験を生

かして浜松の街がもっと花の魅力があふれる街になればと思い、理事長に就任することにい

たしました。 

そして感動をお渡しをする園をつくろうと決心しました。夏になって予算がないから草ぼ

うぼうということではなくて、お花がない時期はなくても美しいように、心穏やかに過ごせ

る公園になりますように、花のあるときには一気にお花を美しく咲かせて皆様に感動をお渡

ししようと、非日常の美しい空間、心穏やかな空間をつくりましょうということに徹底する

ということで、「感動分岐点を越える美しい園をつくりましょう」と、旗を挙げました。 

1 年目は、それまで 25 万人ほどだったお客様が 40 万人入り、少し再建のめどがついたん

です。去年は「浜名湖花博 2014」ということで、どんな園になったか見てください。はまま

つフラワーパークは 600 メートルの日本庭園があるんです。美しい日本庭園がある。そして

日本庭園の中に桜並木が２本。ソメイヨシノと早咲きの桜。そして、またもう一つ北側には

八重桜の並木ということで、1,300 本もの桜が日本庭園を挟んである。ですから、この美し

い日本庭園の周りに、水路の周り、散策路の周りにチューリップを 50万球植えようというこ

とで、「世界一美しい桜とチューリップの庭園」を作ろうという看板を上げたんです。 

まずキャッチコピーをつくり、社員や作業するみんなが「目指せ！〇〇〇〇」と言えるよ

うな言葉を選んだんです。自分たちは何をすればいいか。世界一美しくしましょうというこ

とです。チューリップを配置しました。ご覧ください。 

大きな池がありますので、池の上を空のようにたと

えてチューリップで虹をつくりました。池の上、ち

ょっとこの映像には入ってませんが、風船を飛ばし

て桜とチューリップです。多くの方がこの前で、「わ

あ、きれい」「わあ、ステキ」と言ってくださいま

した。 

これは別の、池ではない周りの桜とチューリップ

と菜の花です。 

これは別の池のそばです。皆さん、芝生の緑わか

りますか。桜の咲くころって日本芝は緑ではありません。高麗芝は茶色です。それをもっと

美しい景色にしたいと思って、職員、社員たちに「芝生を緑にして」と私が一言だけ言えば

いいんです。社員たちは西洋芝をオーバーシード、土

と西洋芝の種をまいて、高麗芝の上にまく。すると、

もう 11 月の終わりから、12 月、１月、２月、３月、

ずっと芝生が真っ青の緑になってきれいに演出をし

てくれます。ですから、お客様は、「ああ芝生がきれ

い」とは言ってくれないんです。「わあ、桜きれい」「わ

あ、チューリップきれい」と言ってくれます。けれど

も、美しく見せているのは、この芝生なんです。 
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ということで、どこまでも美しい姿を皆様に見せて差し上げたいということです。大変き

れいでした。 

これは去年の映像です。この景色を秋篠宮ご夫妻、

両殿下が見てくださいまして、紀子様がこの前で立ち

止まって、「わあ、きれい。わあ、きれい」とおっし

ゃってくださった。あの虹のところでも、「御用邸の

池の上にチューリップの虹があったらどんなにすて

きでしょう」とおっしゃってくださいまして、やった

ね！と一人で喜んでました。 

菜の花と桜って合いますね。このごろいろんな桜の

名所が、プラスアルファの演出をしています。先ほど

の芝生と同じ効果があるわけですけれども、大変美し

い菜の花と桜です。 

これは、池の水面にチューリップと風船が浮かんでいるところの夜のライトアップですね。 

これは八重桜です。八重桜もとても沢山あります。

日本一あります。この付近で八重桜というと大阪造

幣局ですか。広島とはちょっと離れているかも。こ

の広島にも八重の名所ってありますか。おありにな

るようですね。ここ、はままつフラワーパークは 600

本あります。大阪造幣局の約 2倍。誰も知りません。

ですから、園内八重桜が咲いていても閑散としてい

ます。寂しい限りです。でも、花は誰も見てなくて

もふわっと咲いて、いいなと思います。桜は、誰も

見てくれないから、ふん、とは言いません。とてもきれいです。 

八重桜カンザンと池ですね。 

御衣黄とほかの八重桜の場所です。 

私、塚本こなみが最も得意とするのは藤です。ほかに能はないんです。ということで、藤

棚をいっぱいつくりました。まだ数年しかたってませんので、あまり美しくありませんが、

見てください。 

これは 150 メートルのボーダーガーデン。「花博

2014」に向けて作っていただいた、吉谷桂子先生のイ

ングリッシュガーデンです。大変美しかったです。 

これもそうですね。 

幼稚園の遠足です。ギガンジウムが 200本ほど植え

てあって、とてもきれいでした。 

私は、藤の盆栽を趣味で 100 本以上作っています。

これをメインエントランスのところに展示した盆栽

の藤です。 
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藤というのは自立しません。つる性植物ですから、

自分では立っていられません。その藤を庭木仕立て

に育て上げるのです。浜松で作り始めている庭木仕

立ての藤です。年々美しく、立派な木に育てたいと

思っています。 

白藤はまだ私が理事長になる前の月、3 月に植え

たものですから、丸 2年しかたっていないものです

けど、こんなにきれいに咲きました。70メートル作

りました。これはもうすぐ美しいころになります。 

原種ツツジです。ミヤマツツジとかミツバツツジ

とか１万 5,000本が、山の中に植わっています。と

てもきれいですけど、お客様はあまり振り向きませ

んね。でも、美しい。私は大好きです。 

これはバラ園ですね。あとはざざっと見てくださ

い。 

はままつフラワーパークもこんなきれいなバラ

園があります。 

インペリアルローズガーデン。ダイアナ妃とかプリ

ンセスミチコとかサヤカさんとか、いろんなプリンセ

スのお名前のついているバラだけを集めているコー

ナーです。 

私は仕事がら日本中の公園を見に行ったり、招かれ

ていろいろなところに出掛けます。そういう中でも、

本当にはままつフラワーパークの菖蒲園はきれいだ

と思いますが、ほとんどお客来ません。本当に美しい

日本の花が、もっともっと皆様に愛されるといいなと

願っています。でも、お客様が来なくてもしっかりやり続けます。 

広いんですね、30ヘクタールありますので。フラワートレインが３台走っています。 

外では、夏はザリガニ釣りやオオオニバスに乗ろうとか、カブトムシをとってみようとか

いろんなことをやって、皆さんに楽しんでいただいて

います。 

秋ですね。 

今、彼岸花いろんな色が出てきましたね。これも昨

年、7 万球植えて、今年の秋、楽しみだなと思ってい

ます。 

秋。やっぱり人を、お客様をびっくりさせたい、わ

あきれいと言わせたいと思ってアメジストセージを

植えていますが、はままつでは手をかけきれていない
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ので、ちょっとあしかがにはほど遠い美しさです。 

これは百種接分菊という江戸時代からの園芸の伝

統技術です。これ浮世絵です。浮世絵の中に百種接分

菊というのがあります。これをはままつフラワーパー

クともう１カ所ぐらいでしかやっていませんので、こ

の伝統技術は経営に関係なくしっかり受け継いで次

の世代に技術を受け渡したい、またご来園の皆様にも

お渡しをしたいと思っています。 

次はとてもきれいな梅園です。でも、ちっともお客

様来ません。 

そこでラッパスイセンを６万球植えました。１品の

時代は終わった。桜の足元に菜の花があると美しさが

増すと同じように、この梅園の下に何か植えてプラス

アルファしたいなと思ってラッパスイセンを植えま

した。今年、ラッパスイセンきれいに咲いてきたんで

すが、梅が終わってから咲いてきました。ああ、早咲

きのラッパスイセンを植えなきゃいけなかったと、今

反省をして、今度は早咲きを少しプラスアルファして、

同時に見せる。そして終わってからもきれいに、というふうに、今、作戦を練っているとこ

ろです。 

花が咲くというのはみんな正直で、自分に合った温度、気温、光の条件でしか動いてこな

いですものね。 

去年終わりましたが、「浜名湖花博 2014」では、多くのお客様にお出掛けくださいました。

予想をはるかに超えて、昨年の入場者数は 77万人でした。本当にお客様に感謝でいっぱいで

す。 

今年どうしようと考えました。そうだ、「日本の春は浜名湖から」というキャッチコピーで、

これから毎年はままつフラワーパークを中心に浜名湖一帯で、浜名湖花フェスタを開催しよ

うと皆さんにお声かけをいたしまして、今年から「浜名湖花フェスタ 2015」をやり始めてい

ます。浜名湖地域には、しだれ梅の素晴らしい梅園が２カ所あります。そして自生している

ツツジ、それからトキワマンサク群という自生している山とか、あとは国の名園になってい

るお寺さんとか素晴らしい花の名所、そして名跡があるんです。 

来年も再来年も５年後も 10年後も「浜名湖花フェスタ」を開催いたします。ぜひ機会がご

ざいましたら、静岡県浜松市の浜名湖周辺まで足を運んでいただけますとうれしいなと思っ

ています。 

映像はこれまでです。ありがとうございました。 

私が今、一番やりたいことは、園芸療法の取組です。はままつフラワーパークの理事長に

なるときに、絶対にやりたいと思っていたことです。 

というのは、あしかがフラワーパークのときに、10年ほど前ですけれども、近くの中学の
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先生が私を訪ねてきてくださいました。生徒が中学 3 年を卒業します。3 年間いじめられて

保健室登校しかしてこなかった。ですから成績表は 1 と 2 だけでした。この子が将来とても

心配で、フラワーパークで働かせてもらえないかといらっしゃったんですね。わかりました、

いらっしゃいと言ってその子をお預かりすることにしました。 

時間がないので、詳しくお話しできませんが、大変暗くて下を向いていた女生徒が 4 月か

ら働きに来て、最初は黙ってうなずいて作業を、言われたことだけをやっていた子が、ひと

月もたったころになると、にこにこ笑いながら作業をする姿がありました。 

どういう変化かなと思って見ていますと、お客様が園内に入ってきて、ちょうど藤の季節

になるころです。「わあ、きれい」「わあ、ステキ」と言ってくださるその「わあ、きれい」

がその子のごほうびのように彼女は受け止めたんだろうと思うんです。 

先輩スタッフから、あそこの花壇に水をかけなさい、花殻を摘みなさいと言われて花殻を

摘む。そして、草を取る。そういったところをお客様が来て「わあ、きれい」と言ってくだ

さる。その声で彼女はとても元気になっていき、半年後にはにこにこ笑顔で働く姿があり、

もともととても賢い子だったものですから、花売店に行っても間違いなく仕事をこなし、ま

た、3年、4年後には花壇班に戻すと、あるときに台車を引いて水を汲んで何かやろうとして

いるんですね。「どうしたの？ 何するの？」と聞きました。「あの花壇の苗がこういう状態

だから液肥をかけてあげようと思っています」「そう。じゃ、しっかりかけてね」と、そうい

うことがしっかりできるようになりました。 

そして 5年間働いて結婚をして、今は 4人のお母さんとして幸せに暮らしています。 

それと同じころに四年制大学を出た青年、24～25の男性が大変暗い顔をして私を訪ねてき

ました。「何？」「フラワーパークで働かせてください」「どうしたの」「実は、私はうつです。

今日はそう状態、そううつを繰り返して、今日は少しいい。だから勇気を振り絞って面接に

来ました。僕は今お父さんともお母さんとも日常会話が一切できません。人とコミュニケー

ションがとれなくて、今、ひきこもっています」。履歴書を見たら四年制大学をちゃんと出て

いるんです。 

「その後、どうしたの」と聞きました。「アル

バイトを点々としてきました」「何が一番楽しか

ったの」「プールの監視員です。カチャンとタイ

ムカードを押して、そしてプールの監視台に座っ

て、こうやって 1日中、自分の時間、プールでば

たばたばたと危ない子がいないかを見ているだ

けでいい。そして終わりましたら「お疲れさまで

した、お先に失礼します」、カチャンとタイムカ

ードを押して帰ればいいので、それが一番私にと

っては気持ちが楽な仕事です。でも、これでは自

分が駄目になってしまう。どうか働かせてほしい」ということでした。「わかりました。じゃ

あ、いらっしゃい」ということで、私は彼にあの大きな藤を担当させました。 

最初はほかの社員たちの言うことを聞いて花殻摘み、夏の剪定をしての半年でした。本当
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に半年以上、彼は暗い顔をしていました。けれども少したってくると、にこにこしたお客様

が、作業をしている彼に「藤の花の育て方、美しく咲かせるにはどうしたらいいの」と聞い

てくださるわけです。それに一生懸命にお答えをする。 

翌年の藤の頃、お客様が体を震わせて涙流して「わあ、きれい」と言ってくださるわけで

すね。それは彼にとってはとんでもないごほうびになったのです。そして、また一生懸命説

明をする彼の姿があり、お客様に「いらっしゃいませ」「ありがとうございます」という声が

聞こえるわけです。彼は元気を取り戻すには 1 年近くかかりました。ですが、その 1年後に

は、同僚たちと釣りに行ったり、カラオケに行ったり、ボーリングに行ったりする姿がそこ

にありました。8年間勤めて彼は辞めたいと言ってきました。 

「何するの」と聞いた。すると、「衆議院議員の秘書になります」。「え？ 大丈夫？」「は

い」と言うんです。民主党が勝ったころ、秘書になりました。そしてまた２年たって来たも

のですから、「どうしたの？」「証明書を書いてください」「何するの？ 衆議院議員の秘書ど

うしたの？」「辞めました、落選しましたから」と言って、「何するの？ 今度は」「独立しま

す。造園施工管理士の試験を受けますので、ここに何年間在籍していたかの証明をください」

「頑張りなさい」と言って、彼は今、自営をしています。 

植物にはなんて素晴らしい力があるんでしょう。私流にいうと人間性復元力。植物には素

晴らしい力がある。その力をもっともっと皆様に知っていただいて、ほんの少し困っている

人たちに花を植え、そして花を育て、ご自分の心が少し楽になって社会に復帰をしていただ

く。そんなことができないかと考えました。 

あしかがの場合は民間経営ですので、オーナーさんにあしかがフラワーパークでそういう

苦しんでいる人たちのお教室をつくりたいと申し上げたところ、それは許可してもらえませ

んでしたので、その 2人の事例だけで終わってしまいました。 

はままつフラワーパークは、公立の植物園だからこそやる意味があると思い、今いろんな

ことをやり始めました。NPO の引きこもり支援センターの人たちがはままつフラワーパーク

にそのひきこもっている人たちをお預かりして、フラワーパークで作業をしていただく。定

期的にやっていただくようになりました。 

最初は私の顔を見ても、「こんにちは」と言ってもニコっとしてくれなかったのが、3 回、

4 回になってだんだんにこにこと笑顔で話をしてくれるようになりました。近い将来に何人

かが社会復帰してもらえるのではないかなと思っています。 

あとは小学校の不登校の子どもさんが、学校には行かないけど適応教室というのがあって、

運動をしたり、絵を描いたり、歌を歌ったり、楽器をしたりというお教室が別にあるんです

ね。その適応教室をはままつフラワーパークに設けてくださいと。学校へは行けないけれど

も、はままつフラワーパークに来て、そして花の種を自分でまき、水をかけ、育て、育った

花苗を花壇に植えて、そして花殻を摘んでまたお世話していただく。そしたらきっと元気が

出て、また学校へ行ってみようと思ってくれるんではないかなと思っています。今、研修室

を作り、そのための温室も作りました。これこそが本当に花の魅力であり力であると、私は

思っています。はままつフラワーパークをこんな園芸療法を実施できる場にしたいと考えて

います。 
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私事になりますが、はままつフラワーパークの理事長を受ける予定は、私の人生計画の中

では、ありませんでした。もう自分の人生の終活を考えて、これから何をしようと思ったと

きに、果樹園を中心とした農業をやろうと考えたんです。土地を求めて、いろいろ果樹もミ

カンやキンカン、それからクリ、イチジク、柿、キウイの棚も作り、いっぱい育てています、

今も。そして、もちろんお野菜も作っています。 

そうしましたら友人がパーキンソン病に、10年以上前になってしまって、だんだん体力が

少しずつ落ちていきました。ある時、彼女が私にこう言ったんです。「こなみさん、畑お手伝

いに行っていい？」というから「いいよ。いらして」と言って、本音は完熟のイチジクを畑

で食べたかったらしいんです。 

彼女は草取り、石拾い、やってくれたんですけど、畑のものはなんでもいいから、食べら

れるものは食べてねと 1週間に 1度、もしくはひと月に 1～2回しか行けない私の代わりにお

世話してくれるわけですから、「どうぞ」と言ったんです。 

そうしましたら、彼女は畑仕事が面白くてドツボ

にはまったのです。大根の種をまいて、「ねえねえ、

こなみさん、双葉が出てきたわ。いっぱいあるから

とってお浸しとかおみそ汁に入れて食べていい？」

「いいわよ」「お大根が大きくなってきた。もらっ

ていっていい？」「いいわよ」。 

料理をしない彼女が料理をするようになり、週に

4～5回来ています。お医者様が言ったそうです。「あ

んた、何してるんだね」「え？」「ちょっと筋肉が変

わってきた」「ええ、実は友達の畑のお手伝いをし

ています」って。そうしましたら、太陽の光の下で土に触るのはいいから、へとへとになる

まで、死ぬまでやれと言われたというのです。 

畑仕事も 4 年目になりますが、彼女は生き生きと畑では飛んでいます。飛んで歩いて仕事

をというか、「リハビリなの」と言って畑仕事に精を出しています。私はその姿を見て、喜び

の種は野菜の種。芽が出てきて双葉が出て喜び、成長して喜び、花が咲いたり実がなって収

穫して喜び、それをお友達に差し上げて喜び、もういっぱいの喜びが野菜の種にはある。 

そして自分の心も体も少しずつ筋力がついて、また気力までが増してくる。そんな彼女の

姿がそこにあるのです。 

今日のタイトルをと広島市役所の方々とお話をして、その話をしましたら、じゃあ、その

言葉をください。喜びの種は野菜の種、幸せの種は花の種と私が申し上げたところ、ちょっ

と長いので半分にしましょうということで、「しあわせの種は花の種」ということになりまし

た。 

タイトルとは程遠いお話かとは思いますけれども、まさに人々の心、体に、そしてまちに

大きな幸せをくれるというのは、花の力そのものだと思っております。 

どうぞ、広島市のこの街が、市が、道路が、そして皆様のおうちの周りにも素晴らしい花

が咲いて、花のいろんなコミュニケーションが活発に美しく咲きますように、この広島にふ
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さわしい平和な市になりますことを心よりご祈念を申し上げまして、私の拙い話を終わりに

させていただきます。 

 ご清聴いただきまして、誠にありがとうございました。皆様のお幸せを心よりお祈り申し

上げます。ありがとうございました。 

 

 

＜公益財団法人浜松市花みどり振興財団 理事長 塚本こなみ氏 プロフィール＞ 

〇静岡県磐田市出身 

〇1985 年 株式会社グリーンメンテナンス設立 

 1992 年 株式会社環境緑花研究所設立 

 1999 年 あしかがフラワーパーク園長に就任 

2013 年 4 月より、はままつフラワーパークの再建を担い、公益財

団法人浜松市花みどり振興財団理事長に就任 

〇一級造園施工管理技士のほか、女性初の樹木医の資格を取得。 

〇全国各地で多数の造園や樹木の治療・保護の実績を持つ。 

〇NHK「プロフェッショナル仕事の流儀」「課外授業ようこそ先輩」等 

多数のメディアに出演。 
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新潟県長岡市都市整備部 部長 安達 敏幸氏 

 

皆さん、こんにちは。 

 ただいまご紹介をいただきました長岡市都市

整備部長の安達と申します。 

 本日は、全国花のまちづくり広島大会が盛大

に開催されたことを心からお喜び申し上げます。 

 さて、私たち長岡市は、この広島大会に続い

て来年度の開催市となっております。そこで少し

お時間をいただきまして、長岡市における花づく

りの取組についてご紹介したいと思います。 

 長岡市は、「花づくりは人づくり」を理念に市

民の力と地域の力を生かし、種から花を育てる市民協働による花いっぱい運動を展開してい

ます。 

 花を通したまちづくりを基本とし、美しいところに住むのではなく、自分たちの力で美し

くして住みよいまちをつくる。そういう気持ちを大切にしています。 

 それでは、映像をご覧いただきながら、私たち長岡市についてご紹介させていただきたい

と思います。よろしくお願いします。 

 

＜紹介 DVD上映 約 8分半＞ 

 

 ありがとうございました。 

 ご覧いただいたとおり、長岡市は日本一の大河

信濃川が市内中央を流れ、豊かな自然と歴史に育

まれた、人口約 28万人の都市です。平成 16年の

中越地震など相次ぐ災害に遭いながら、その都度、

長岡市の街は「米百俵」の精神を受け継ぐ市民の

力で復興を成し遂げてきました。 

 来年、会場として予定しておりますシティホールプラザ、「アオーレ長岡」は市役所とアリ

ーナなどが一体となった市民交流の拠点であり、市民協働の精神を建物全体で表現した施設

です。 

 最後となりますが、長岡推奨の花でありますサルビア、その花言葉「燃ゆる想い」をモッ

トーとして、現在準備を進めています。ぜひ皆さん、来年は越後長岡へお越しください。お

待ちしております。 

 本日は大変ありがとうございます。 

 

  

８  次期開催市挨拶 
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全国花のまちづくり広島大会実行委員会 副委員長 石川 一司 

 

全国花のまちづくり広島大会実行委員会の副

委員長の石川でございます。本日は長時間のご清

聴お疲れ様でございました。お昼の 12 時半に開

始しました広島大会ですが、おかげさまを持ちま

して、大会 1日目のお昼の部を滞りなく終えるこ

とができました。 

皆様、全国の、そして広島市の花のまちづくり

のお話はいかがだったでしょうか？私も広島の

花のまちづくりに携わる者の一人として、大変興

味深く刺激的なお話を聞かせていただいたと思っております。 

花は美しさや香りで人の心と体を癒してくれるだけでなく、少子高齢化を迎え、一人一人

が孤立しやすい現代社会において、人と人とのつながりを広げてくれるとても大切な存在で

す。そして、花を通じたまちづくりは、商業施設の整備など地域の賑わいづくりだけでは決

して得られないような、温かい活力を地域に与えてくれます。この大会をきっかけとして、

経験を問わず、参加者の皆さまが花のまちづくりに対してより一層興味を持ち、それぞれの

地域で取り組んでいただけることを願ってやみません。 

本日はご参加いただき、誠にありがとうございました。 

 

 

 

９  閉 会 挨 拶 
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日 時：平成２７年４月２５日（土） １８：００～１９：３０ 

場 所：広島国際会議場ヒマワリ 

  
開会挨拶（広島市副市長 荒本 徹哉） 会場内の様子 

  
会場内の様子 会場内の様子 

  
アトラクション（綾西神楽団による神楽公演） アトラクション（同左） 

  
次期開催市挨拶 

（全国花のまちづくり長岡大会実行委員会委員長 小川 浩司氏） 
閉会挨拶 

（全国花のまちづくり広島大会実行委員会副委員長 栄谷 洋） 

１０  交 流 会 
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（１）花めぐりコース 

日 時：平成２７年４月２６日（日） ９：００～１２：１５ 

行 先：広島市植物公園、中央公園自由広場 

 

  

受付の様子 受付の様子 

  
広島市植物公園見学の様子 広島市植物公園見学の様子 

  
中央公園自由広場見学の様子 中央公園自由広場見学の様子 

 

  

１１  現地見学会 
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（２）世界遺産と花の周遊コース 

日 時：平成２７年４月２６日（日） ８：２０～１５：３０ 

行 先：原爆ドーム、宮島、広島市植物公園 
 

  
開催前挨拶の様子 原爆ドーム見学の様子 

  
世界遺産航路による移動の様子 宮島見学の様子（大鳥居） 

  
宮島見学の様子（厳島神社） 宮島見学の様子（大聖院） 

  

広島市植物公園見学の様子 広島市植物公園見学の様子 
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日 時：平成２７年４月２５日（土） １０：３０～１１：３０ 

場 所：中央公園自由広場 

テーマ：「花で脳を活性化しよう！！！」 

講 師：高松 雅子氏（ＮＰＯ緑の風景 理事長） 

 

  

  

講習会の様子 

  

１２  講 習 会 
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（１）会場周辺 

  
地域団体による花壇づくり（河岸緑地：基町地区） 地域団体による花壇づくり（河岸緑地：本川地区） 

  
渝
ゆ

華
か

園のシャクヤク 四季の花プランター（相生橋） 

  
原爆ドーム前の間伐材プランター 原爆ドーム対岸の飾花 

  
国際平和庭園のチューリップ 花時計 

１３  会場周辺及び会場内の飾花、装飾等 
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平和記念公園参道のプランター 会場前の装飾看板（ﾊﾝｷﾞﾝｸﾞﾊﾞｽｹｯﾄ等） 

  
会場入口前の竹飾り① 会場入口前の竹飾り② 

  
平和記念公園内の大花壇 案内看板（中央公園） 

  
案内看板（相生橋のたもと） 案内看板（元安橋のたもと） 
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（２）会場内 

  
受付の飾花、装飾 会場出入口の飾花 

  
盆栽 ステージ上の飾花 

  
花と緑のアートパフォーマンス作品（書道） 花と緑のアートパフォーマンス作品（華道） 

  
会場ロビーの展示パネル 広島市における緑の復興に関するパネル 
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（３）平成２６年８月豪雨災害被災地へのプランターの配付 

  
三入公民館（安佐北区） 佐東公民館（安佐南区） 

  
上緑井幼稚園（安佐南区） 八木幼稚園（安佐南区） 

  
緑井小学校（安佐南区） 城山北中学校（安佐南区） 

 

 
お礼の手紙 
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開催期間：平成２７年４月１７日（金）～４月２６日（日） 

開催場所：中央公園自由広場 
 

  
来場者プレゼント（花苗） 花と緑のオークションの様子 

  
市民ふれあいミニガーデン展示 モデル庭園 

  
クラフト作り教室 花と緑の講習会 

  
会場内の花 会場内の花 

１４ 同時開催イベント（春のグリーンフェア２０１５） 
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（１）全国花のまちづくり地方大会 開催状況 

 

回 開催時期 開催地 テーマ 

21 平成 27年 4月 25・26日 広島県 広島市 花と緑のおもてなし ひろしま 

20 
平成 26年 5月 31日 

6月  1日 
 静岡県 三島市 花とせせらぎ 輝けみしま 

19 平成 25年 4月 27・28日 埼玉県 深谷市 
市民が主役の花のまち ふかや 

～人がつながる 花でつながる ガーデンシティふかや～ 

18 平成 24年 6月 29・30日 北海道 札幌市 花がつなぐ北のまち さっぽろ 

17 平成 23年 5月 27・28日 兵庫県 三田市 花いっぱい 緑いっぱい そんな三田に出会えます 

16 平成 22年 4月 23・24日 宮崎県 宮崎市 
太陽とみどりの大地のガーデンシティーみやざき 

～次世代へつなぐガーデンライフと花のまちづくり～ 

15 平成 21年 5月 9・10 日 福岡県 北九州市 五感に響く花・みどり 

14 平成 20年 6月 6・7日 東京都 江戸川区 水・緑、ともに生きる豊かな暮らし 

13 平成 19年 6月 2・3日 千葉県 千葉市 「花の都・ちば」を目指して 

12 平成 18年 5月 11・12日 大阪府 大阪市 花・緑と人がともに暮らすまちづくり 

11 平成 17年 5月 12・13日 愛知県 東海市 花の輪・人の和・まちづくり 

10 平成 16年 6月 10・11日 静岡県 浜松市 暮らしに見つける花の役割 

9 平成 14年 6月 27・28日 山形県 寒河江市 花・ふれあい・ときめき 

8 平成 13年 6月 7・8日 石川県 山中町 いしかわ・花を愛して・地域を愛して 

7 平成 12年 5月 11・12日 兵庫県 淡路島 
人と自然のコミュニケーション 

 ひょうご・花のまちづくりの担い手たち 

6 平成 11年 5月 21・22日 長野県 松本市 やさしさいっぱい さわやか信州 花のまち 

5 平成 10年 5月 7・8日 秋田県 秋田市 未来へはばたく花と緑の秋田花まるっ 

4 平成 9年 5月 22・23 日 群馬県 前橋市 広げよう ふれあいぐんま花のまち 

3 平成 8年 4月 25・26 日 富山県 富山市 彩とやま 花のまちづくり 

2 平成 7年 5月 25・26 日 岐阜県 岐阜市 ２１世紀・花のまちづくり 

1 平成 6年 5月 12・13 日 宮崎県 宮崎市 花のまちづくりと観光リゾート 

１５ 参考資料 
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（２）全国花のまちづくり広島大会実行委員会 委員 

（敬称省略） 

役 職 氏 名 備 考 

委 員 長 和田 由里 広島花いっぱい推進委員会 委員長  

副 委 員 長 石川 一司 一般社団法人広島市造園建設業協会 会長  

副 委 員 長 栄谷 洋 広島市都市整備局緑化推進部 部長  

委 員 金富 信行 公益財団法人日本花の会 常務理事  

委 員 小林 和代 
日本ハンギングバスケット協会広島・島根合同支部 

事務局担当  

委 員 下向井 清邦 日本盆栽協同組合広島支部 支部長  

委 員 高松 雅子 特定非営利活動法人緑の風景 理事長  

委 員 中原 功 広島県皐月銘品保存会 会長  

委 員 中村 安行 ＩＷＡＤ環境福祉専門学校 専務理事  

委 員 藤井 かおり 広島市植物公園植物友の会 副会長  

委 員 正本 大 一般社団法人広島県造園建設業協会 会長  

委 員 宮本 正直 広島県花き商業協同組合 理事長  

委 員 山本 昌生 
公益財団法人広島市みどり生きもの協会 

広島市植物公園 栽培・展示課長  

会 計 監 査 諏訪 良彦 
公益財団法人広島市みどり生きもの協会 

経営企画課長  

会 計 監 査 
西尾 正人（前） 

林 哲治 （現） 
広島青年緑化協会 会長  
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（３）全国花のまちづくり広島大会実行委員会 事務局員 

役 職 氏 名 備 考 

事 務 局 長 湯﨑 俊彦 広島市都市整備局緑化推進部緑政課 花と緑の施策担当課長 

事 務 局 次 長 長尾 昌洋 広島市都市整備局緑化推進部緑政課花と緑の施策係 課長補佐 

事 務 局 員 難波 成美 広島市都市整備局緑化推進部緑政課花と緑の施策係 主査 

事 務 局 員 児玉 秀樹 広島市都市整備局緑化推進部緑政課花と緑の施策係 主事 

事 務 局 員 井上 清香 広島市都市整備局緑化推進部緑政課花と緑の施策係 主事 

事務局員(元) 中原 朗子 広島市財政局契約部工事契約課 主事 

 

（４）全国花のまちづくり広島大会実行委員会 開催状況 

 開催日 議 題 

第１回 
平成 26年 

7月 14日 

・全国花のまちづくり広島大会実行委員会設置要綱について 

・全国花のまちづくり広島大会事務局規定について 

・実行委員会役員の選任について 

・全国花のまちづくり広島大会の開催内容について 

第２回 
平成 26年 

9月 17日 

・全国花のまちづくり広島大会実施計画（素案）について 

・全国花のまちづくり広島大会 平成 26年度予算について 

第３回 
平成 26年 

11月 11日 
・全国花のまちづくり広島大会実施計画について 

第４回 
平成 27年 

1月 9日 

・大会準備に係る役割分担について 

・広報計画について 

・全国花のまちづくり広島大会実施計画の追加・変更について 

第５回 
平成 27年 

2月 23日 

・大会開催期間中の装飾及び飾花について 

・平成 26年度予算変更及び平成 27年度予算について 

・全国花のまちづくり広島大会実施計画の追加・変更について 

第６回 
平成 27年 

8月 20日 

・全国花のまちづくり広島大会実施報告について 

・全国花のまちづくり広島大会収支決算報告について   

 

（５）参加者数 

メニュー 参加者数 
内 訳 

広島市内 広島県内 広島県外 

事例発表・基調講演 ５８４ ※当日の飛入り参加を可としたため、内訳不明 

交流会 ８２ ６１ ２ １９ 

現地見学会・講習会 １６０ １０７ １５ ３８ 

合 計 ８２６  
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（６）収支決算 

①収入の部 

項目 金額（円） 

負担金（広島市） 6,050,000 

負担金（花のまちづくりコンクール推進協議会） 500,000 

交流会参加費 328,000 

現地見学会参加費 120,000 

雑収入 144 

合 計 6,998,144 

 

 

②支出の部 

項目 金額（円） 

会議運営費 24,458 

大会事業費 6,094,949 

広報宣伝費 863,049 

総務費 15,688 

合 計 6,998,144 
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（７）大会にご協力いただいた皆様 

 〇飾花（五十音順） 

一般社団法人広島県造園建設業協会 

一般社団法人広島市造園建設業協会 

学校法人ひらた学園 ＩＷＡＤ環境福祉専門学校 

公益財団法人広島市みどり生きもの協会 

公益財団法人広島市みどり生きもの協会 広島市植物公園 

特定非営利活動法人 緑の風景 

日本ハンギングバスケット協会 広島・島根合同支部 

日本盆栽協同組合広島支部 

広島県花き商業協同組合 

株式会社寺本緑化建設 

株式会社西尾園芸 

広島県花き商業協同組合青年会 

小沢園芸 庭能花園 有限会社はな平 

株式会社小畑百花園 双葉園 有限会社はやし作園 

株式会社タマダ 有限会社かとう花店  

谷沢楽花園 有限会社西野生花店  

広島市植物公園 植物友の会 

広島青年緑化協会 
 

〇装飾・舞台演出（五十音順） 

株式会社朔広告制作所 

株式会社ＪＴＢ中国四国 広島支店 

株式会社中国ステージ 
 

〇ポスター等制作（五十音順、敬称略） 

   広島市立基町高等学校 

上川 英紀（デザイン） 

神垣 凪沙（イラスト） 
 

〇講習会（五十音順、敬称略） 

   特定非営利活動法人 緑の風景 

網本 祐子 

高松 雅子 
 

  〇受付（五十音順、敬称略） 

学校法人ひらた学園 ＩＷＡＤ環境福祉専門学校  

  今井 嘉月 原田 睦子 山田 祐人 

  西川 恋生 福村 紀子  

ハシグチ フェルナンダ 宮岡 芽生  

                    

  〇司会進行（敬称略） 

  藤井 尚子（フリーアナウンサー）
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〇手話通訳 

   広島県手話通訳派遣委員会 

 

〇オープニングアトラクション（順不同、敬称略） 

広島ジュニアマリンバアンサンブル  

浅田 三恵子（指導者） 向井 彩花 佐々木 晶子 

吉川 美由貴 上野 愛友奈 近藤 祐子 

吉川 芙美香 上田 蒼馬 向井 由紀子 

大西 里歩 三上 凜花 上野 しのぶ 

上田 龍聖 新矢 千幸 三上 有恵 

佐々木 美優 吉川 奈津子 新矢 有希子 

近藤 來実 大西 奈々  

佐々木 優愛 上田 圭子  

   

広島市立広島工業高等学校 茶華道部  

岩堂 朝子（指導者） 吉田 将太 中村 建介 

金田 龍之 渡辺 有紗 小谷 紗加 

栗栖 千恵 吉川 隆人 戸田 蛍一 

地主 浩子 國近 瑞樹 冨樫 輝 

   

広島市立基町高等学校 書道部  

小波石 敏彦（指導者） 瀬古 みずほ 寺田  光 

三熊 佑奈 新谷 真梨 鍛次 汐里 

馬場 優花 蘆田 晴菜 佐々木 円 

永田 千翔 金子 沙弥 中野 桜良 

迫 涼香 天道 志保 梶川 舞 

堤 紀音 中村 美友 山岡 優依 

組地 有穂 安藤 桃子 河内 月夜 

福田 有紗 岡本 萌 大平 鈴音 

佐原 歩奈 原尻 侑季 盛 未夢 

上岡 菜々子 山﨑 有紀子  

九鬼 沙衣 烏田 裕香  

   

広島市立基町高等学校 器楽部  

土居 晃（指導者） 大塚 奈波 上中 悠 

中前 佳菜子 西村 可絵 佐古 瑞季 

岩﨑 幸誉 實歳 佳奈子 添田 あやの 

山下 友貴美 有田 実可 大和 佳代 

中野 友里名 沼田 真由 弘中 朋実 

川本 俊宏 尾本 彩 茂木 洸太朗 

安部 美伽 占部 俊祐 濵中 美来 

吉田 彩香 加納 晴香 山脇 まゆ子 

檜垣 美帆 福長 孝晃 東 美緒 

渡邉 美香 花岡 麻衣 宗像 美沙 

河野 瀬伊音 山下 聖乃  
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〇交流会（順不同、敬称略） 

   綾西神楽團（安佐北区） 

油目 高（代表者） 玉城 啓一   梅田 幸紀 

若林 弘志 佐々木 康介 上奥 昭史 

若林 佑紀 松村 厚志 佐々木 みゆき 

若林 洋子 寺田 遥華 上田 美由紀 

尾崎 雄二 上田 楓人 大町 作太 

尾崎 雄也 小泉 晋作  

佐々木 もも子 尾崎 綾雄  

 

〇現地見学会（五十音順、敬称略） 

株式会社ＪＴＢ中国四国広島支店 

公益財団法人広島市みどり生きもの協会 広島市植物公園 

日本ハンギングバスケット協会 広島・島根合同支部 

矢城 由美子 

広島市植物公園 植物友の会・ガイドボランティアの会 

坂本 俊弘 藤井 かおり 森下 安幸 

原田 澄子 森下 時美 若宮 桂子 

宮島公認ガイド連絡会 

    山崎 加津子 

    横山 忠司 
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（８）大会に関する印刷物 

  ①Ｂ２ポスター 
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②Ａ３リーフレット 
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③Ａ４チラシ 

 
（表） 

（裏） 
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（９）全国花のまちづくり広島大会実行委員会設置要綱 

 

（設置目的） 

第１条 全国花のまちづくり広島大会実行委員会（以下「委員会」という。）は、平成２７年に

開催する全国花のまちづくり広島大会（以下「広島大会」という。）に必要な準備と大会の円

滑な開催、運営を行い、「花と緑の広島づくり」の推進・ＰＲに寄与することを目的とする。 

 

（所管事務） 

第２条 委員会は、広島大会に係る次の事項を掌握する。 

（１） 企画運営に関すること。 

（２） 事業決定に関すること。 

（３） 予算決算に関すること。 

（４） その他円滑な運営と効果的な実施のために必要な事項。 

 

（組織） 

第３条 委員会は、別表に掲げる委員で構成する。 

２ 委員の任期は、要綱施行日から広島大会関連事務終了日までとする。 

３ 委員会には委員長を１名、副委員長を２名、会計監査を２名置く。 

４ 委員長は、委員の互選により選出し、副委員長と会計監査は委員長が指名する。 

５ 第２項の規定により委員の任期が満了したとき、委員会は解散するものとする。 

６ 委員長が必要と認めるときは、委員会の議事により、委員を増員できるものとする。 

 

（役員の職務） 

第４条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、委員長が予め定めるところに

より、その職務を代行する。 

３ 会計監査は、委員会の会計事務を監査する。 

 

（委員会） 

第５条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

４ 委員長は必要があると認めるときは、委員会に関係者の出席を求め、説明又は意見を聞く

ことができる。 

（会計） 

第６条 広島大会開催に要する経費は、負担金、その他の収入をもってこれに充てる。 

 

（事務局） 

第７条 第１条の目的を達成するために、事務局を設置する。 
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２ 事務局を広島市都市整備局緑化推進部緑政課花と緑の施策係に置く。 

３ 事務局に関し、必要な事項は、本会に諮って委員長が定める。 

 

（雑則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定め

る。 

 

 

付 則 

この要綱は、平成２６年７月１４日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成２７年１月８日から施行する。 
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（１０）全国花のまちづくり広島大会実行委員会事務局規定 

 

（目的） 

第１条 この規定は、全国花のまちづくり広島大会実行委員会設置要綱第７条第１項の規定に

基づき、事務局の組織及び運営について必要な事項を定める。 

 

（組織） 

第２条 事務局に次の係員を置く。 

（１）事務局長   １名 （広島市都市整備局緑化推進部緑政課花と緑の施策担当課長） 

（２）事務局次長  １名 （広島市都市整備局緑化推進部緑政課花と緑の施策係長） 

（３）事務局員   若干名（広島市都市整備局緑化推進部緑政課花と緑の施策係 係員） 

 

（職務） 

第３条 事務局長は委員長の命を受け、事務局の事務を総括する。 

２ 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときは、事務局長が予め定める

ところに 

より、その職務を代行する。 

３ 事務局員は、事務局長の命を受け、事務を処理する。 

 

（決裁事務） 

第４条 事務の決裁は、原則として事務局長、委員長の順に決裁を受けるものとする。 

 

（代理決裁） 

第５条 委員長が不在の時は、副委員長がその事務を代理することができる。 

 

（専決） 

第６条 事務局長は、次に掲げる事務を専決する事ができる。 

（１）収入命令に関すること 

 （２）予算の範囲内での支出負担行為に関すること 

 （３）資金の管理に関すること 

 （４）広報業務に関すること 

 （５）簡易な通知、届出、照会、回答、依頼、報告 

 

（公印） 

第７条 事務局で使用する公印の種類、寸法及び個数は別表のとおりとする。 

 

（金融機関の指定） 

第８条 現金の出納は、別に指定する金融機関の普通預金口座を通じて行うものとする。 
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（決算） 

第９条 事務局は「全国花のまちづくり広島大会」終了後、決算書を作成し、委員長に提出し

なければならない。 

２ 委員長は、前項の決算書の提出を受けたときは、会計監査の審査を経て、実行委員会の承

認を受けなければならない。 

 

（事務局の備え付け帳簿） 

第１０条 事務局は、現金出納簿（予算差引簿）を設け、所定の事項を記載しなければならな

い。 

 

（雑則） 

第１１条 この規定に定めるもののほか、事務局の運営に関し、必要な事項は委員長が定める。 

 

付 則 

この規定は、平成２６年７月１４日から施行する。 
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「市の花」キョウチクトウの花と「市の木」クスノキの葉をモチーフとして、 

花と緑を通じたまちづくり活動が輪となって広がっていくことを表現しています。 
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