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②②②②講演会講演会講演会講演会のののの様子様子様子様子 

  

  

 

③③③③講演会講演会講演会講演会のののの議事録議事録議事録議事録 

 

（（（（１１１１））））市長市長市長市長よりよりよりより開会挨拶開会挨拶開会挨拶開会挨拶    

    

 本日はシンポジウムに来てくださりありがとうございます。枚方市は西には淀川と河川公園、東は生駒山

地があり、都市部ではありますが豊かな緑が残されています。市内にはたくさんの公園がありますが、一体

いくつの公園があると思いますか。例えば先日、池の水を抜こうとう取り組みがされた山田池公園のような

大きな公園もあります。一方で小さな公園もたくさんあります。これらを合わせると 700 以上の公園があり

ます。昔は賑やかな公園がたくさんありました。しかし残念ながら、少子高齢化も影響していると思います

が、使われていない公園も増えています。また住宅地が増えて公園を寄付していただき、枚方市として管理

する公園が増えてきていますが、ただ厳しい財政状況の中、公園が増えれば管理する予算も増える、という

ことでもありません。限られた財源の中で公園を管理していかなければならないという状況でもあります。 

 緑を増やしていこう、という街としての取り組みもありますが、様々な課題がある中で、今ある様々な公

園を利活用していけないか、緑をどんどん増やして心豊かなまちづくりを行えないか、という趣旨で「みど

りのプラットホーム」というものを考えることはできないか、ということです。そこで今回は studio-L 代表

でありコミュニティデザイナーである山崎亮さんに、全国各地の様々な地域づくりの事例を話していただき

ます。そして今日参加してくださっている皆さんが、自分たちの力で緑の活動に取り組んでいこう、という

機運になることを期待しています。「みどりのプラットホーム」のような取り組みは全国でも珍しく、先進

的な活動になると思います。本日はどうぞ、よろしくお願いします。 
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（（（（２２２２））））山崎山崎山崎山崎によるによるによるによる講演講演講演講演    

 

 香里幼稚園の菊組卒園です。親が転勤族で、生まれたのは愛知県の東海市です。そこから転勤で枚方市に

引っ越しました。しかし幼稚園の卒園と共にまた引っ越し、兵庫県の西宮市の小学校に入学しました。そこ

から名古屋市の小学校に転校し、愛知県の長久手市の中学校に入学するなど、4年に 1 度は引っ越ししてい

ました。名古屋の小学校に入ると、「幼稚園に菊組があるの？」と驚かれます。菊はめでたい花というより

はなぐさめてくれるような花だという印象があり、「それを幼稚園の組の名前に当てはめるの！？」と言わ

れると、たしかに不吉なクラスだったのかもしれないと思っていた。しかし大人になって、枚方にとっての

菊の意味がわかってきた。ここには歴史のある菊の催しがあるということで、香里幼稚園にも菊組があった

のだろうと思っています。 

 今回、枚方市から声をかけていただいて、講演会をやってみないかと依頼をいただきました。さらにその

後、みどりのプラットホームという事業について我々がお手伝いできるということになりました。そのこと

に紐づけながら、我々がコミュニティデザインとしてどんなことに取り組んできたのかをお話したいと思い

ます。 

 

●●●●コミュニティデザインをコミュニティデザインをコミュニティデザインをコミュニティデザインを始始始始めたきっかけめたきっかけめたきっかけめたきっかけ    

 元々我々はデザイナーで、公園を設計する仕事や、庭を設計する仕事をしていました。庭を設計している

と、縁側という空間が大事だということがわかってきます。しかし庭を設計する人としては、縁側というの

は建築家が設計するものだと思っている。建築物にくっついている気がするから。しかし建築家と話してい

ると、縁側というのは庭を設計する人が設計するものではないのか、と言われる。そのままいくと、縁側と

いうのはどちらも設計しないことになってしまう。そこで建築設計事務所に務めて、庭と縁側の両方を設計

できる人間になりたいと思いました。そうすれば自分の手で縁側も作っていくことができると思いました。

そんなわけで、建築設計事務所に 6年間勤めました。 

 そうしていると、日本の総人口はもう減っていくという話を聞きました。当時は 2005 年から減り始めると

言われていたが、実際には 2008 年から減り始めた。いずれにしても日本の人口が減っていくのに、建築って

建てなければならないのか？という疑問が浮かんできた。ならば自分にできることは何だろう、と考えた時

に、デザイナーとして地域の方々と一緒にお話し、地域の方々同士で「自分たちの地域はもっとこうしたら

おもしろくなる」とか「こんな活動したら自分の人生がもっと豊かになりそうだ」とか「今まで出会えそう

になかった人と出会えそうだな」という気持ちになってもらえるような仕事がしたいと思いました。 

 具体的にはまちづくりと呼ばれるような仕事に近いと思います。全員に話していただくのは難しいので、

周りにいる方々5〜6 人くらいに集まってもらって、そこで小さく話し合ってもらって、その中でどんな話が

あったのかを全体で共有する。これを何度もチームを入れ替えながら話していく中で、地域でどんなことを

していけばいいのか、どんなことをすれば人生が楽しくなるのか、健康で豊かな暮らしになっていくのか。

そんなことを話し合い、できることから実行していきましょう、というような仕事をしているのが、コミュ

ニティデザイナーです。コミュニティをデザインすると思われることが多いのですが、むしろ、コミュニテ

ィの方々と一緒に何かをデザインしている、という感覚に近いと思います。地域のコミュニティの方々と一

緒に未来をデザインしている仕事です。大阪の吹田市に事務所があります。studio-L という事務所です。 

 

 

 



 5 

●●●●事例事例事例事例：：：：泉佐野丘陵緑地泉佐野丘陵緑地泉佐野丘陵緑地泉佐野丘陵緑地    

 自己紹介代わりの事例として、大阪府の泉佐野市にある公園のプロジェクトを紹介します。2007 年に大阪

府さんから声をかけていただきました。大阪府営公園は当時 18 個ありましたが、19 個目の泉佐野丘陵緑地

という公園をつくることになったプロジェクトです。今までのような、行政が設計者に依頼して、設計者が

設計して工事業者に発注し、工事業者が山を切り崩して公園を造る、という方法ではない方法をやりたいと

言われた。我々もデザイナーなのでデザインしようと思えば絵を描くことができますが、そうではない。む

しろ設計者や行政が集まるのではなく市民の方々が集って、自分たちで「どんな公園をつくったらよいだろ

う」と考えて、自分たちでチェーンソーやノコギリを持って山の中に入っていき、自分たちがつくりたい公

園をつくっていく、そんな公園にしていくとどうだろう、という話を受けました。こうして 2年くらい計画

を立てて、2009 年から公園づくりが始まりました。 

 

 
 

 

 公園づくりが始まったといっても、まずやなければならなかったのが、公園をつくる人たちを育てるとい

うことです。育てるというとおこがましいのですが、地域の方々に集まっていただき、森の中に入っていっ

て木を切ったり、園路を作ったり、ベンチを作ったり、活動の舞台を作ったりする人たち。そんな人たちに

集まっていただいて、コミュニティ、30 人のチームを作ってもらう。そんなことから始まりました。さらに

これは 10 年間続けるということが決まっていました。10 年間で毎年 30 人ずつ新しいチームを生み出し続け

て、生み出した人たちが公園をつくっていくということにしたらどうだろう、というつくり方の公園です。 

 右側に緑色の枠が書いてある所があります。ここは行政が設計業者と話して工事業者に発注して建設した

所です。ここはバリアフリーとかユニバーサルデザインとか、より多くの人が気持ちよく過ごすことができ

る場所になっています。 

 左側の赤い区域、ここは森のまま残してあります。手付かずの森が残っていて、里山が少し荒れた状態で

す。公園予定地ですから、棚田などの跡地がボロボロになってしまっているという状態です。ここに 30 人の

チームが入っていって、自分たちで活動するエリアを決めて活動することになります。公園で遊ぶ、という

時に遊び方は 2 種類あると思います。1 つは、既に出来上がっている公園で遊ぶという方法ですが、もう 1

つは、公園を自分でつくるということ自体が遊びだということです。つくり続けるという公園があれば、公

園にきてつくることが自分にとってずっとレクリエーションになっているという考え方ですね。この 2 種類

の体験を楽しむことができる公園ということで、プロジェクトが始まりました。 

 募集するとどんな人たちが来てくれるか、想像していました。20 代〜30 代の体力のあり余った人たちが木

を切り倒しに来てくれるのではないか。しかし若い人たちは働き盛りで忙しいからあまり来てくれないので

はないか。そうすると、定年退職した 60 歳〜65 歳の前期高齢者の男性ではないか。この人たちもまだまだ

■整備の役割分担

リーディング区域

運営会議の意見を聞きながら

行政が整備する区域

コラボレーション区域

計画段階から、府民と行政が

運営会議の意見を聞きながら

一緒につくっていく区域
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元気があり余っています。そこで我々はデザイナーですから、その世代の人たちが好みそうなチラシを作り

ます。渋いテイストにします。85 歳以上の人たち向けにチラシを作る時は、文字を縦書きにしないと頭に入

らないと言われます。しかし 65 歳くらいまでなら横文字でも読んでもらえる。そうしてチラシを作った。定

員は 30 人としたが、たくさん応募が来ることに備えて、400 字の作文を書いてもらうようにした。公園づく

りにどれくらい熱意があるのか、を書いてもらった。すると 30 人に対して 110 人の応募があった。応募用紙

には達筆でしっかりと応募動機が書かれていた。30 人を選定し、第 1 回の養成講座が始まった。6 回の講座

を受けて、修了したら森の中へ入っていってもらう。集まった男性のほとんどは 60 代〜70 代で、狙い通り

だと思っていた。「これから公園づくりをがんばりましょう」と語りかけるのですが、集まった男性たちは

どうも不機嫌でした。皆さんと話していたらわかってきたのですが、どうも応募したのはお父さん自身じゃ

なかったようです。その奥さんが応募していたみたいです。というのも、自分の夫が定年退職してずっと家

にいて鬱陶しいと。そんな時に「公園づくり募集」と来たわけです。それを見て奥さんが達筆で熱い思いを

書いてくれていた。そんな経緯で来たお父さんたちは機嫌が悪い。そんな機嫌の悪い人たちを機嫌良くして

いくのが僕たちの仕事です。彼らをパークレンジャーと呼んで、公園の理念を共有し、みんなで森を育てる、

調べる、地域の景観や歴史を学ぶ、どんな公園にすればいいかを考える、活動のイメージを話し合う、とい

ったカリキュラムを終えて修了となり、公園予定地の中に入ってもらう。修了証をもらった人たちは府知事

が認定したことになる。この人たちがパーククラブを設立し、月に 3 回程度は公園で活動し、会議もやる。

今は 10 期生までが修了し、100 人くらいのメンバーが登録されていて、この人たちが色んなチームに分かれ

て活動されている。園路竹林チームは園路や広場やベンチや階段を作ります。棚田チームは荒れた棚田を開

墾して水田や畑や農体験イベント開催している。この公園では体験を提供する人も市民。市民が市民に対し

てイベントを行っている。継続的な意味合いがあるので僕たちはプログラムと呼んでいる。自然ふれあいチ

ームは植物の調査や観察会などを開催している。色んなプログラムを開催してくれている。 

 こうして 10 年近くやっていると、8年目くらいで、さらに 10 年間延長してほしいと言われた。この公園

のおもしろいところは、公園の底地（土地）は大阪府が所有しているが、元々はコスモポリス構想という商

業団地を造る予定地だった。しかし事業会社が破綻してしまったので、公園にするという方向転換が行われ

た。この土地の上で公園づくりをしていくためのお金は、大輪会という、大阪に本社のある 53 社の大企業に

よるコンソーシアムが支援している。この企業たちが CSRとしてお金を出してくれています。したがって公

園づくりに必要なお金や道具や重機は大輪会が支援している。土地の所有者である大阪府、お金や資材を提

供する大輪会、公園の整備やプログラムを担う市民、という 3 者で成り立つ公園です。そしてオープンした

公園には市民が遊びに来ることはもちろん、大輪会の企業が研修に来ることもあります。また公園を PRする

ためにあべのハルカスでイベントを実施する、などにも取り組んでいます。 

 この公園くらいの面積を整備するとなると、10億円くらいかかる。さらに 10億円かけて造った公園は維

持管理費も毎年 2000万円くらいかかります。芝生や花を植え替えることや、そのための人件費もかかります。

10 年間の場合だと 2億円になり、合計で 12億円かかります。しかしこの公園の場合は、全体の 2割程度だ

け工事で整備して、残りは山のままにしてあります。人材育成が必要なので毎年の費用を 3000万としても、

総額 5億円くらいで、市民が市民を迎え入れてくれるような公園をつくることができます。これにより公園

で人と人の繋がりが生まれる。パークレンジャーも今は機嫌が良い。皆さん夢中で竹を切るので、休憩のた

めに声をかけてもなかなか戻ってきせん。そこで北海道出身だった最初の女性は、実家から牛を呼ぶための

カウベルを鳴らして呼び戻していた。今ではパークレンジャーになった当初よりも元気な人がたくさんいる。

これは福祉のプロジェクトではありませんが、高齢者が活動すればするほど元気になり、医療福祉に公園が

貢献するという側面もあります。ぜひ遊びに行って、パークレンジャーに声をかけてみてもらいたいです。
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今度は枚方に遊びに来てね、という話ができるかもしれません。普通の公園だと他の人に声をかけることは

なかなか難しいかもしれないが、この公園はそれができます。 

 

●●●●事例事例事例事例：：：：西東京市公園再配置計画西東京市公園再配置計画西東京市公園再配置計画西東京市公園再配置計画    

 泉佐野丘陵緑地は野球場が 2〜3 個入る公園でした。しかし小さな公園も地域にはたくさんあります。西東

京市から、その小さな公園を再配置する計画を立ててほしいと言われました。東京 24 区のすぐ横にあるのが

西東京市です。東京には立川市に事務所があるので、東京のスタッフが担当している。西東京市には 200 ほ

どの大小様々な公園があるが、それらを一括して指定管理者制度で維持管理している。普通は 1 つの公園に

対して 1つの指定管理者だが、一括しているのは珍しい。また公園で活動する人たちも多いという特徴があ

ります。しかし、駐車場 2個分しかないような非常に小さな公園が多く、そんな小さな公園の維持管理は大

変です。そんな小さな公園は、若い子が騒いでいるとか、汚れているとか、クレームも多いです。しかもあ

まり使われていない。そこで市としては使われていない公園をできれば統廃合したいという考えがあった。

そんなことは市役所だけで考えるのではなく市民に聞いてみたらどうか、というのが我々のスタンスです。

そこで市民の方々に、小さな公園は本当に使われていないのか問いかけることにしました。 

 市民の方々と、公園の利用状況を一緒に調査することとなりました。全市的には 262ヶ所の公園があるが、

中でも指定管理エリアとなっている 50 の公園を調査対象としました。そして集まった市民に 6 つのチームに

別れてもらい、朝昼夜の時間帯で公園の利用状況を定点観察してもらった。1 つのチームあたり 7〜8 個の公

園を観察します。一つ一つの公園に時間がかかるので、1ヶ月半ほどかかりました。そして調査した公園を

カルテにまとめました。 

 

  

 

 結果として、60%の公園はほとんど利用が見られませんでした。この結果に一番驚いたのは調査した市民た

ちでした。この結果をサイズ別に分けてみました。100㎡未満の、自宅の庭より少し広い、駐車場 2 個分く

らいの公園を SSサイズとしました。このサイズは「利用なし」がほとんどでした。100〜300㎡くらいのサ

イズを Sサイズとしましたが、このサイズもほとんど利用されていません。そして Mサイズは半分くらいが

利用されていて、500㎡以上の L サイズになると利用されている公園の方が多くなります。このように、小

さな公園の方が利用されていないということが市民の手によって明らかになりました。これでは統廃合の話

が進むことになります。 

 しかし市民の方々と話していると、少し変わってきました。少し考え方を変えると、小さな公園というの

は自由に使うことのできる大きな庭ではないかと。公園として考えると小さいですが、庭として考えると宅

調査の流

れ

①現地調査及びシート 記入 ②公園カルテづく り

※

※※

※注

注注

注意

意意

意

公園づく

り

の活動

を

してい

る

参加者が多かったのでやや難易度が高

め

の設計です

・ 朝、 昼、 夜、 晩の

4つの時間帯で調査

・ 公園の使われ方を調査

（ 誰が、 どんな）
・ 調査結果の記入

・ 各公園の魅力と課題

・ 活用のアイデア
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地より大きな庭ということになる。50㎡でも 25畳分あります。そこで地域の庭として捉えて、庭を使って

何ができるかを考えてみようという話になりました。再配置計画を考える時も機械的に統廃合するのではな

く、利用方法と共に計画に入れておけば、小さくても価値のある公園になるのではないか、ということです。

これは市役所の思惑とは少し違います。市役所は機械的に統廃合すればいいと思っていましたが、市民が調

査した結果、小さくても色んな使い方を発明すれば価値のある公園になるのではないか、という意見が出て

きました。 

 そこで公園の使い方をアイデアブックにまとめて、市民の皆さんに配布することになりました。それを手

にとった市民が近所の小さな公園を活用できるように、活用事例をたくさん掲載する予定です。パークライ

フ、公園で過ごす 1 日ということで、公園で読書会を開く、映画を見るのもよいでしょう。映画は音がうる

さいのでサイレント映画にします。BBQも煙が出て迷惑がかかってしまいますが、自分たちで造った食事を

マルシェのように持ち寄るのもいいでしょう。隣近所の人たちには挨拶に行っておき、むしろ隣近所の人に

も参加してもらうといいのでしょう。市民が自分たちでルールを決めておき、隣近所の人たちも仲間に誘っ

て、地域の庭として使いましょうと提案します。 

 先行して動き出した実験として、パークマルシェチームがあります。公園で近隣農家の野菜を販売すると

いうことを始めています。行列ができるほどの人気のマルシェになりました。そのお疲れさま会の写真を見

ていると、もう、家の庭みたいですね。家の庭でやるにはリッチな食事会ですが、公園だと思うと狭くて何

もできない、と思われがちです。そのように庭の延長と捉えて、一定の作法を守りながら地域の人たちが使

いこなせる仕組みを作っておけば、公園の量は変わらないのに公園が増えたように感じますね。そんなきっ

かけをつくることをやっていたのがパークマルシェチームです。最後には公園をみんなで掃除して解散する

ことにしています。また南池袋公園のイベントに出展して、小さな公園の使い方を提案するということにも

取り組んでいます。 

 「緑を増やす」ということを考えた時、2 つの方法があります。1 つは、物理的な緑の量を増やすというこ

とです。これは行政が今まで取り組んできたようなことです。もう 1 つは、緑に接する機会を増やすという

ことです。体感的緑量と言えるでしょう。公園のマルシェに来たら、ここにこんな気持ち良い空間があった

のかと発見してくれる、ということです。プレーパークや、今回のような講演会を外でやってみる、なども

考えられます。そうすると枚方に公園が増えたような気持ちになりそうですね。自分が知らないところに公

園が増えても、緑量が増えたことにはなりません。今ある公園を全て使いこなしてやろう、というくらいイ

ベントやプログラムを作っていって、生活の中で緑に触れる機会を増やしていくことができれば、緑が増え

たと感じるきっかけになると思います。 

 

●●●●事例事例事例事例：：：：泉北泉北泉北泉北ニュータウンニュータウンニュータウンニュータウン魅力発信魅力発信魅力発信魅力発信プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト    

 体感的緑量を増やすことに繋がる取り組みとして、泉北ニュータウンのプロジェクトを紹介します。大阪

府堺市からの依頼です。泉北ニュータウンはできてから 50 年が経っているので、どちらかというとオールド

タウンのようになってきていました。住んでいる人たちも当初は 35 年ローンを組んでいたような人たちが、

今は 70 歳になっている。そのままでは泉北ニュータウンは高齢者の街になってしまい、若い人たちが入って

こないと、いずれは廃墟になってしまいます。そんな問題意識が堺市にはありました。そこで泉北ニュータ

ウンは魅力を発信したいと思ったが、どうすればよいかということで依頼がありました。はじめは広告代理

店に依頼されようとしていたそうです。たしかに広告代理店に頼めば、アイドルを呼んできたり、大きな広

告を打ったりして、一時的なブームを作ることはできるでしょう。しかしそれでは長続きしません。一度遊

びに来るだけで、住みたいとは思えないかもしれません。僕たちは TVCMも打てないしアイドルも呼べません
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が、泉北に住む人たちによる楽しい活動を生み出して、生み出した活動を外に向けて発信していくという方

法であればできます。泉北を楽しむ活動を先に作り、自分たちで取材して SNSなどで発信していく、そんな

方法ですね。先にネタを作ってしまうのです。これを自作自演型の広報と名付けました。 

 

  

 

 泉北ニュータウンには 13万人が住んでいます。少し変わった立地で、台地の上に細長く作ったニュータウ

ンです。そして低くなっているところは里山のまま残しておきます。千里ニュータウンは面的に開発されま

したが、泉北ニュータウンは高低の間に農地を入れておいたほうがいいのではないかと計画されました。優

れた計画だと思います。ただ団地を並べるだけではなくて、農地とふれあいながら住むことができます。し

かし時代は高度経済成長期でしたから、住民は農地と触れ合うというよりは、泉北高速鉄道に乗って難波に

行ってしまうのです。そして時代は変わりました。難波に行って買い物しようという人たちは、今はあまり

ここには住んでいません。むしろ、今の若い人たちは心斎橋に行ってオシャレなものが買えるとも思ってい

ないかもしれません。欲しいものはメルカリで売っています。Amazonで売っています。わざわざ難波に行か

なくても買い物をできるという若い人たちの中に、地元のニュータウンを見た時に、近くに農地があり、サ

ステナブルな生活があり、そこに住む人たちとオシャレなマルシェなどをすれば、難波に遊びに行くよりも

楽しいのではないかと思う人たちが少しいました。この人たちと一緒に何かやるしかないと思いました。そ

してそんな暮らしをしたいと思う人たちが実は都会にもいるということを、我々は肌で感じていました。そ

ういう人たちに届くような情報発信をしようということになりました。 

 自作自演型ということで、例えば農産物があれば一般的には誰かが特集して発信してくれるということに

なりますが、今回は自分たちの農産物を地域の廃校のリアカーを使って「だんじりキッチン」を作り、ここ

でカレーなどを作って楽しむ様子を発信します。また緑豊かな庭があれば一般的には庭自慢の冊子などを作

ることになりますが、今回はレモンの木が植えられている庭を持つ人がいて、その人がレモンの苗生を他の

人に配り、受け取った人がまた自分の庭でレモンを育てて増やしていくという活動を生み出していくことに

なりました。自分たちがまずおもしろい活動を生み出してから、こんな楽しい活動ができるニュータウンだ

ということを発信していく仲間になりませんか、ということを情報発信していきます。こんな方法は手間も

時間もかかるので、大手の広告代理店などはやりません。 

 ワークショップに参加してくれた 50 人くらいの方々と地域に出ていき、フィールドワークを行って魅力を

探しました。そしてどこで活動したいのかという計画を練ってもらいました。色んな人たちが色んな人間関

係を作っていきました。泉北の場合は、概ね若い人たちが来てくれました。泉北ニュータウンにはあまり若

い人は住んでいませんが、一世代目に住んでいた人たちのお子さんがまだ住んでいて、そんな人たちが集ま
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ってくれました。その中でさらにコアメンバーが生まれましたが、なぜか、美人な女性が多いのです。その

ためなのか 2年間活動を続けていると、カップルまで生まれるようになりました。 

 例えば公園を庭として考えてみましょうとか、カフェをリビングとして考えてみましょう、というように

泉北ニュータウンを大きな家と見立ててアイデアを考えてもらいました。例えば全く活用されていなかった

緑道でピクニックを行うチームなど、6つのチームが活動を開始した。レモンのチームを立ち上げた女性は、

元々おじいさんが植えたレモンの木が庭にあるということで、レモンを収穫してはレモネードを作ったりマ

ーマレードを作ったりしていました。レモンが庭にあるのはいいですよと言ったら、うちの家にもレモンが

ほしいという人がいて、まずチームのメンバー10 人くらいが自分の家の庭にレモンを植えてみました。これ

をもっと他の人にもやってほしということで、レモンの苗木を作って、みんなに買ってもらうことになりま

した。こうしてレモンの街ストーリーというプロジェクトが始まりました。色んなイベントでレモンの商品

を販売するといった取り組みもしており、メディアにも取り上げられるようになりました。彼らは写真の撮

影方法を学んで、自分たちが取り組む活動の写真を取り続けています。自作自演の情報発信をするために活

動を続けているので、レモンチームも何かある度に写真を撮って発信し続けています。 

 子どもの遊び場を作りたいということで、ダンボール基地大作戦というチームもありました。ダンボール

を使って公園などに基地を作るというチームですが、実際にやってみると汚かったのですね。全然見栄えが

せず困りました。楽しいことをやりたいということが半分と、これを写真に撮って情報発信したいというこ

とが半分ですから、見栄えも良くする必要があります。そこでメンバーにサカイ引越センターと知り合いの

人がいて、サカイ引越センターのダンボールを CSR活動として提供してくれないかと依頼しました。すると、

使用済みだけど綺麗な状態のダンボールを提供してもらえることになりました。こうして見栄えが良くなり、

SNSで発信していきました。こうして見栄えが良くすることを市民が自主的に取り組むということです。学

び続けるというサイクルを作って、チラシの講座やカメラの講座、資金を集める講座などもやりました。マ

ルシェや講演会なども公園で開催し、Facebook ページへの「いいね」もどんどん増えていきました。プログ

ラムのチラシも本人たちがデザインしています。 

 そうして年に一度は、お披露目会として大きめのイベントを開催しています。1 年目は来場者 100 人に対

してスタッフが 40 人、8 プログラムという状況だった。しかし 2 年目には 24 プログラム、スタッフ 90 人、

来場者は 1300 人に増えました。そして 3 年目には 32 プログラム、スタッフ 100 人、来場者 1500 人…と成長

しています。大きくなりすぎるのも大変なので、おそらくこれくらいの数を維持していくことになると思い

ます。こうして市民が 30〜40 くらいのプログラムをやりながら情報発信しているという状態ですね。泉北に

移住を考える若い人たちは、これらのプログラムに参加して友だちを増やすことから始めることになります。

そして活動に参加しながら徐々に泉北に興味を持ち、移住を検討することになります。既に何組かの家族が

泉北に引っ越してくれているそうです。またコアメンバーの中でもカップルができ、結婚されたとも聞いて

います。 

 

●●●●緑緑緑緑のののの空間空間空間空間にににに行行行行くきっかけをつくるということくきっかけをつくるということくきっかけをつくるということくきっかけをつくるということ    

 泉北でポイントだったのは、緑に触れる機会を増やすということです。緑の空間に行くきっかけをつくら

なければ、緑に触れることもありません。緑の空間に行くきっかけをまちなかに生み出していくことで、皆

さんの頭の中にある緑のマップを増やしていこうという方法です。物理的な緑量を増やしていくという方法

と、頭の中にある緑のマップを増やしていくという方法です。皆さんの頭の中に存在していない緑の空間と

いうのは枚方市内にも結構あるのではないかと思います。その機会に触れることができれば、「こんなとこ

ろにも緑の空間があったのか」と思ってもらえることになるでしょう。みどりのプラットホームの場合は、
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その両方から検討していくことができると良いのではないかと思います。日ごろあまり行かないような公園

で、自分の趣味と一致するようなプログラムが行われていて、初めて行くことになる、という状況です。例

えば、公園でパソコン教室でもいいのです。パソコン教室は屋内で開催されることが多いですが、外でやろ

うと思えばできます。パソコンを習いたいから公園に行ってみたら、その公園自体が気持ちよくて、次はパ

ソコン教室がなくても公園に行ってみたいと思うようになる。市民の活動を公園でどれくらい起こすことが

できるか、というのが、我々の生活がどれだけ緑で包まれるようになるのか、に繋がっていくと思います。

具体的に家の前に鉢植えを置くという方法もあると思いますが、日常生活で行くところ行くところで緑に囲

まれているという状況をつくり、自分が歩いていてどんどん健康になっていき、友だちをつくって長生きし

ていただくという方法もあると思います。 

 

 

 

●みどりのプラットホームについ●みどりのプラットホームについ●みどりのプラットホームについ●みどりのプラットホームについてててて    

 みどりのプラットホームとは、これからまたワークショップをやって、皆さんとお話を進めていくことに

なると思います。その時間違ってはいけないのは、市役所のためにやることではないということです。市役

所のためにボランティアで参加してみようか、市役所の仕事を私たちが手伝ってみようか、ということでは

なくて、自分の健康を豊かにするために参加してみよう、ということです。そして人と触れ合うことによっ

て新しい友だちをつくったり、一緒になって会社を生み出したりする人が現れます。結婚する人が現れるこ

ともあります。再婚した人もいますね。studio-L のワークショップで人生が変わりました、という人が 5年

後くらいに現れることがあります。僕たちもそんなつもりでやっていたわけではないですけど、人生が変わ

ることがあるのですね。 

 健康であるという状態を考えた時、人と会っている時に表情が最も動くらしいです。笑顔になるそうです。

1 人でいる時はあまり笑顔になっていないそうです。毎日笑っている人は、健康で長生きするそうです。ハ

ーバード大学の衛生公衆大学院というところが、毎日笑っている人は平均して 7年寿命が長いそうです。ま

た作り笑いでも 2 年延びるそうです。皆さん笑いましょう。口角を上げることが大切なのです。また人間は

1 人でいる時よりも複数人でいる時の方が 30倍笑っているそうです。1 人で家にいて、例えばお笑いの番組

をテレビで見ている時、笑っているように見えて実は全然笑っていないそうです。1 人でテレビを見ている

様子をビデオカメラで撮影するとわかると思います。テレビを見ている時は笑っている気持ちになるそうで

す。表情はほとんど動いていません。若い人だとスマートフォンをよく見ていますね。「今度飲みに行こう

な〜（笑）」と書いている時、表情は全然笑っていないのです。あれだと寿命は延びない。まちづくりに参

加する時も無表情ではダメなわけです。作り笑顔でもいいから笑わなければなりません。毎日誰かに会うこ
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とは必須条件で、誰かと会うなら屋外で会うということ、これが大切です。歩いて暮らしながら屋外で出会

うということ。なぜなら屋外にいると別の人に出会うこともあるからです。室内にいると誰かに出会う可能

性は極端に低くなります。生活における偶然性と健康になる機会、外に出て人と出会う機会をたくさん作っ

ていただきたいと思います。 

 というのも、ワークショップに集まってみどりのプラットホームについて話し合ってみたり、屋外に出て

みんなで公園を調査してみたり、そこで何か活動を生み出してみたりすることは、枚方市役所を助けるため

の活動ではないということです。皆さんが豊かで健康な暮らしを送るために活動するということです。それ

が結果的に、枚方市役所も助かるような内容になっていれば、市民の方々も市役所の方々も両方嬉しいわけ

です。そこでさらに企業も嬉しいという段組みを作っていくとよいと思います。みどりのプラットホームと

いうのは、皆さんが緑を介して豊かになっていくためのチャンスだと捉えてください。皆さんが緑の空間を

使ってやりたいことを実現させていく。そんな動きを始めていこうとされていますので、ぜひとも参加して

いただければと思います。 

 

（（（（３３３３））））市長市長市長市長とととと山崎山崎山崎山崎のののの対談対談対談対談    

 

山崎： 

 今回のみどりのプラットホームを設置しようと思ったきっかけを教えていただけますか？ 

 

市長： 

 枚方市にも既に 700 以上の公園があります。そのうち 200 くらいはアダプトプログラムとして、公園の美

化活動などに市民の皆さんが団体として取り組んでくださっています。その他には花いっぱい活動というも

のがあり、公園を活用して花苗を植えていただいている。これに市から年に 3 回、苗を提供させていただい

ています。このような事業があり、たくさんの団体に取り組んでいただいている。そんな中で、もっと花を

増やしていきたい、使われていない公園をもっと活用していきたい、清掃のための道具をもっと揃えてほし

い、という声が増えてきています。それに対して枚方市としては応えていきたいところですが、予算の都合

や公平性、庁内の手続きや職員の数の問題などがあり、十分に答えることができない状況です。これらを解

決していく方策として、みどりのプラットホームをきっかけにすることはできないか、と思っています。 

 

山崎： 

 プラットホームとは聞き慣れているようで、みどりのプラットホームと言われるとよくわからない、とい

う言葉だと思います。プラットホームという言葉はよく電車で聞きますよね。プラットホームとは駅という

意味合いがあると思います。そうなると、枚方市駅を緑化するのか？とも思われるかもしれません。しかし

そうではなく、駅とは、そこから色んなところへ行く場所ですよね。どこに行く電車に乗るのかを決める場

所です。自分の行きたい場所の情報を仕入れて、行きたい場所に行くことができる、という場所がプラット

ホームです。そこに「みどりの」をつけるとうことは、公園などで自分がやりたい活動を考えて、実際に実

現することができる仕組み、ということになると思います。公園に電車が通るわけではないですけど、公園

でやってみたいと思ったところにちゃんと行けるようにする仕組みです。例えば音楽を演奏したいのなら、

山田池公園のここがいいのではないか、ということでもいいでしょう。むしろ手づくり市をやりたいのなら、

身近な公園のこんな場所がいいのではないか、ということでもいいでしょう。あるいは、近所の人とこんな

調整をしておけばいいのではないか、など、「行き方」をみんなと共有できているという状態です。みどり
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をテーマにするならば、環境学習と花いっぱい活動を繋げることも考えられるでしょう。花苗の種類、地域

の植物が在来種なのか外来種なのかを勉強するきっかけにもなるだろうと思います。福祉に寄与するとも思

われます。高齢の方や障害をお持ちの方が公園で活動することで健康になることも考えられます。園芸療法

というのは、植物を手入れすることで指先を、水をやることで上腕を鍛えることになります。園芸を通じて

福祉や療法に繋がっていますが、自分が関われば関わるほど芽を出して、花を咲かせて、実をならせて、と

いうことになり、それを食べるところまでが園芸療法だと言われています。医療、福祉、健康、教育、環境、

色んなことに緑は貢献することができます。その中にはマルシェのような商売や商業にも緑は関わることが

できるでしょう。プラットホームとして行き先はたくさん見えているわけです。では皆さんはどんな行き先

に行きたいかということを考えて、どうすればそこに到達できるかということを考えれば、みどりのプラッ

トホームになるのではないかと思います。市内にある公園を全て行政が管理することになると市民の皆さん

のアイデアが反映できないということになりますし、700 ある公園が全て同じように管理されるだけになっ

てしまい、地域の人たちは公園に全く興味を持たないということになる可能性があります。皆さんがそこに

より興味を持つことができる仕組みがあれば、緑豊かな枚方市になるのではないか、と市長も考えられたわ

けですね。したがって市民の皆さんがどのように緑の空間を使いこなすことになるのか、期待してみたいと

ころです。 

 

市長： 

 緑化などが今回のテーマだが、そのことが色んなことに繋がっていくというお話でした。市役所というの

は公共性を意識して、1人のためだけではなく皆さんのためにまちづくりをしていくこと、それに対して結

果として一人ひとりが幸せな生活、豊かな生活を送っていただくということに繋がっていくことになります。

しかし役所としては公共的な視点で取り組むと、遠ざかってしまうことがあります。おもしろくないこと、

皆さんのお近くの公園でいきなりコトを始めると、近所の人たちにとっては、何を始めるのか？という気持

ちになってしまいます。本当は楽しいことも迷惑になってしまいます。したがって行政が「これをやりまし

ょう」と出ていくと、おもしろいものがおもしろくなくなってしまいます。また本来、皆さんが進んで参加

しようと思うものが拒まれてしまいます。ここには市民の皆さんの力がまちづくりの鍵を握ってくると思い

ます。どうやって市民が活き活きとまちづくりに関わることができるのか、教えていただけないでしょうか。 

 

山崎： 

 行動経済学という言葉を聞いたことがあるでしょうか。何年か前にノーベル経済学賞をとって有名になり

ました。ノーベル経済学賞というのは経済学者がとるものだと思っていたのですが、心理学者がとられまし

た。これには経済学者たちも驚きました。人がどのように行動するのかを心理学の観点から明らかにしたと

いう学説です。人間はシステム 1 とシステム 2 の考え方で行動を決めているということなのです。正しいと

言われただけでは人は動きません。楽しさが伝わらないと動こうとは思いません。 

 すばやく判断できる方がシステム 1 と言われています。まず皆さんに「みどりのプラットホームを始めま

せんか」という情報が入ってきた時に、参加するかどうかの判断は、その問いかけが「かっこいいか、かわ

いいか、オシャレか、気持ちよさそうか、美味しそうか」ということをもとに行われます。本当に楽しそう

なのか、ということですね。そしてそれが「楽しそうだ」と判断されれば、システム 2 に移行します。それ

は正しいのか、経済的に効率的なのかを考えて、「正しそうだ」と判断されれば、「行こう」という決定が

行われることになります。「楽しそうだ」と思うことと、「正しそうだ」と思うこと、の 2 つの要素が揃う

と、「関わろう」と前のめりの姿勢になります。 
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 システム 1は感性です。直感的です。「美しい、かわいい、かっこいい、オシャレ、気持ちいい」という

要素で判断しています。これらは予備知識がなくても判断することができます。ラーメンを食べて「美味し

い」と思うことは、予備知識がなくてもできることです。しかもその判断は短時間で行うことができます。

食べた瞬間にわかります。システム 2 は、理性です。経済的に効果的なのかどうか、それらを判断するには

予備知識が必要です。判断するには時間もかかります。 

 この 2つのシステムには時間的なずれがあります。システム 1 はラーメンを食べた瞬間に「美味しい」と

わかりますから、先に判断されます。その後、このラーメンは本当に身体にいいのだろうか、値段にあった

味なのだろうか、化学調味料は入っているのかどうか、グルテンは少ないだろうか、などの予備知識を必要

とするシステム 2 の判断をします。およそ役所と言われる所は、「正しい」ことをしようとします。しかし

人々はシステム 2 だけではなかなか動きません。システム 1 がないと参加しようと思いません。正しいこと

をしているのに、つまらない気持ちになってしまいます。システム 1 から入る必要があるのです。市長が今

回取り組まれようとしていることの良いところは、「楽しい」というところに着目されていることです。し

かしこの「楽しい」を生み出すことは、市役所の人たちはあまり得意ではありません。もちろん市役所の中

には得意な人もいるのですが、市役所側から「得意ですよ」と言い過ぎると、それが気に入らない人もいま

す。「市役所はちゃんと仕事しろ」と言われてしまうことがある。本当は市役所の中にもおもしろい人はた

くさんいます。しかしそれを表立って言い続けることができません。ならば市民が楽しい活動をみどりのプ

ラットホームでやってしまおう、ということです。そして市民の楽しい活動が地域にとっても良いことであ

る、正しいことである、という活動を市民が主体となって取り組み、仲間を増やしていくことができれば、

市役所としても助かります。 

 厚生労働省は、健康になってほしいと思っています。肺がんになる人が増えたら医療保険が必要になり税

金を使わなければならなくなります。したがって厚生労働省はあまりタバコを吸ってほしくないのです。一

方でタバコを売りたいという人もいるのです。例えば JTさんはタバコを売りたいわけです。この、タバコを

売りたい人とタバコを吸ってほしくない人の、システム 1 とシステム 2 の戦いになってしまっています。タ

バコを売りたい JTさんはシステム 1 から入ってきます。タバコを吸っている姿がかっこいいと思えるような

ポスターを作ります。それに対して厚生労働省はシステム 2 からアプローチします。ポスターの右上に小さ

く「あなたの健康を損なう可能性があるので吸いすぎに注意しましょう」と書かれてあります。これでは勝

てません。厚生労働省がシステム 1からアプローチするならば、タバコを吸わない生活がどれだけオシャレ
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なのか、タバコを吸わない人はどれだけ美味しくご飯を食べることができているのか、という方向からアプ

ローチしなければなりません。そうすれば「タバコをやめておこうか」という気持ちになるかもしれません。

いかにシステム 1 とシステム 2 を組み合わせた作戦を立てるかが大切です。そうすれば後は、市民の方々に

活躍していただくことになります。「楽しい」を大々的に発言できるのは市役所ではなく市民なのです。市

民の方々が緑の空間を使って楽しいことをやっていた、しかも楽しんだ後はちゃんと片付けて帰っていた、

そうすれば公園が綺麗になる、これは正しいことですよね、と言うことができます。楽しいことと良いこと

を組み合わせて緑の空間を使いこなすことが大切になります。 

 

市長： 

 みどりのプラットホームに参加していただく方は、思う存分、楽しいことをやっていただきたいと思って

います。そこに役所が出てきて、ここはダメということを言い始めると、せっかくの楽しいことが楽しくな

くなってきます。ただ役所の方は色んなことを考えています。医療、福祉、緑化、色んなことを考えていま

す。それを役所が取り決めると、おもしろくなくなります。皆さんには、緑のことは考えていただきたいと

思いますが、その他のこと、健康などのことよりもまず「おもしろい」と思うことをやっていただければ、

その結果として皆が健康になっていくのだと思います。システム 1とシステム 2、すごくわかりやすい表現

です。そのつなぎ役を担ってくれるのが studio-L だと思っています。 

 

山崎： 

 我々が今まで関わってきたプロジェクトにも、結果として緑化が進んだというプロジェクトがいくつかあ

ります。1つ事例を紹介します。 

 

●●●●瀬戸内瀬戸内瀬戸内瀬戸内しまのわしまのわしまのわしまのわ    

 広島県の依頼で、市民活動として色々とおもしろい活動ができないかという話をしていたら、山の上から

狼煙を上げたいというおじさんが現れました。広島は瀬戸内海に面しているので、朝鮮通信使の時代で船を

使っていた時に、船が来たことを狼煙で知らせていました。昔からやっていたので、今は狼煙を上げてはい

けないというルールはないはずだということでした。そして狼煙を上げる練習を始めました。仲間を募って

狼煙を上げようとしても、まず上げ方がわかりません。杉のヒノキがどれくらいの分量だと狼煙になるのか、

ドラム缶は 1個じゃ足りないのか、といった試行錯誤を繰り返します。そうしていると仲間が増えて、日曜

日になると 100 人くらいの人が狼煙を上げるために山の上に集まってきます。狼煙を上げるとなると各方面

に調整をしなければなりません。例えば、いざという時のために消防車が横で待機しています。そうして上

げ続けていると、瀬戸内海の向かいの島から「応援狼煙」が上がり始めました。「そっちの狼煙、見えたぞ

〜」ということで、また狼煙が上がり始めます。するとおじさんたちは調子に乗り始めて、狼煙をつないで

リレーにすればいいんじゃないかと言い始めました。そこで中継地点を把握したいので、狼煙が見えた人に

はスマートフォンの GPS機能をオンにして Facebookで発信してもらいました。そうして「狼煙リレー」を開

催した時には、57箇所から狼煙が上がりました。その後は毎月のように狼煙を上げているのですが、ルール

があります。消防に必ず連絡するということと、ゴミなどを必ず後片付けするということです。57ヶ所で狼

煙を上げる団体は毎月、57ヶ所を綺麗にするということになります。しかしこの人たちは掃除をしたいわけ

ではなく、狼煙を上げたいのです。しかし本人たちがやりたいことをやればやるほど、行政は助かっている

わけですね。今は岡山や大阪、静岡にまで狼煙が広がっているそうです。2020 年には世界を一周したいとい
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う夢があるそうです。このように、自分たちが「楽しい」と思う活動をやっていたら誰かの役に立っていた、

という組み合わせが重要だと思います。 

（（（（４４４４））））質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答    

 

発言者 1： 

 香里園に住んでいますが、月・水・土に公園でラジオ体操をやっています。公園の美化に取り組んでいま

す。7 時から 7 時半までラジオ体操をやりますが、雑草が多いとやりづらいので、皆で雑草を抜きます。笑

うようなことを家の中で夫婦だけでやっていると喧嘩になるので、公園で楽しいことをやるのはいいことだ

と思います。枚方市にそんなにたくさんの公園があるとは思っていませんでした。各自治会や老人会にもっ

と自発的に参加していただいて、緑や花を増やせばもっと幸せになると思います。雑草は抜きますので、楽

しいことをやる輪を広げていってもらえれば、きっと良いだろうと思います。 

 

市長： 

 素晴らしい活動だと思います。行政にありがちなシステム 2の考え方をすると、健康になること、公園が

綺麗になること、というメッセージになると思います。これを市民の皆さんによるシステム 1の発想で、皆

さんが自然と集まっているということは、素晴らしいことだと思います。ところが、その活動が良いからと

いって地域全般に広げようとすると、これがまたシステム 2 からの発想になってしまいます。花をもっと植

えればいいのに、雑草をもっと刈ればいいのに、と思う方はたくさんいらっしゃると思います。全く取り組

まれていない方にとっては、そこに参加するきっかけを見つけることは難しいと思います。そこでみどりの

プラットホームが「自分たちでやろう」という大きなきっかけになればいいなと思っています。 

 

山崎： 

 ラジオ体操のついでに草抜きをやるということは、ラジオ体操が楽しいから参加されているということで

すね。しかしそこで「全ての公園でラジオ体操の後に草抜きをしてください」という話になった途端に、「い

や、うちはラジオ体操なんてやりなくない」ということになってしまいます。そこで他の公園であれば誰が

どんな楽しいことをやろうとするのか、それぞれの地域ごとに発明が必要な気がします。この発明が重要で、

一見おもしろくなさそうなことも、おもしろそうな方法でやってみる、という発想の転換が必要です。みど

りのプラットホームでは、発想を転換する練習を何度もやる必要があるかもしれません。例えば、落ち葉を

掃除することは面倒くさいことです。落ち葉拾いはシステム 2として重要だが、ここにシステム 1 の要素を

入れたいわけです。落ち葉は、色んな色の落ち葉が交ざっているから汚く見えます。これを 1度、赤は赤、

黄色は黄色、というように色毎に葉を分けてみるのです。これを真ん中からぐるぐると並び替えてみたら、

落ち葉だけでもアートを作ることができる可能性があるのです。これは、発想を転換するだけです。手間は

余計にかかります。30 分どころか 2 時間かかります。しかしこれを作り終わったら写真に撮って Facebook

に誰かがアップします。翌週は緑色だけを集めて作って、また Facebookにアップします。その次の週は水玉

模様で作ってみよう、など、色んな形を試してみるのです。これを 5 年くらいずっとやっていたら他のとこ

ろから、こっちでも作って欲しいと言われるかもしれません。10 年続けていると作品集を出さないかと依頼

があるかもしれません。これはアンディーゴールズワージーというアーティストの作品ですが、このように、

毎回落ち葉を使って遊ぶというチームが出てきてもいいかもしれません。ただし発想の転換が必要です。落

ち葉チームで美術館に行って、今度は落ち葉でこの作品を作ってみようか、ということも必要かもしれませ

ん。全ての活動を楽しいものと正しいものを組み合わせることが必要です。 
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発言者 2： 

 翠香園ふれあい公園です。公園ができたのは平成 5年ですが、この度 25 年を迎えました。公園の清掃に取

り組んでいますが、役所に言われてやるのではなくて、自分たちで楽しんでやっています。落ち葉集めにも

取り組んでいて、落ち葉が集まったら近隣の幼稚園や保育園に声をかけて遊びにきてもらい、作品を作るの

に使っていただいています。通常の公園はゴミ箱を置かないと思いますが、この公園にはゴミ箱を置いても

らっています。来園者にゴミを捨ててはいけないと注意するのではなく、自分たちがちゃんとゴミ箱に捨て

ておくことで、それを見習ってもらうようにしています。また子どもたちが砂場などで遊ぶので、犬の糞が

あると困るので、犬の立入禁止を地域のルールとして決めています。犬の散歩をする場合は公園の周遊路を

使ってくださいと言っています。そうすることで、4 月からは特に公園デビューのお母さんたちがいらっし

ゃいますが、砂場が綺麗で遊びやすいと言ってくださいます。また松ぼっくりで亀の人形などを作って配る

こともしている。公園の愛護会には手先の器用な方がたくさんいて、定年退職された方が趣味のサークルの

ように活動してくださっている。市役所とも良い関係を保つことができていると思っています。市民が動け

ば市役所も動いてくれると思います。 

 

市長： 

 自分たちの公園という認識をもって、地域のルールを作って、住民の方々が守ってくださっているという

ことで、素晴らしいと思います。これはシステム 2 でいくと、地域の安心安全にも繋がっていると思います。 

 

山崎： 

 地域の方々が公園の独自のルールを作ってもいいと思います。都市公園法という条例がありますが、実は

大まかなことしか書いていません。地域の人たちで話し合って決めること、とされている文言もあります。

時代に応じて地域の人たちでルールを変えていくのもよいでしょう。そんな対話を重ねることが、民主主義

の練習になっているのです。自分たちの地域のことは自分たちで決めるということです。したがって、その

ような場にはぜひ子どもたちにも参加してほしいですね。 

 

発言者 3： 

 私たちが会議をする時は、大体同じような年代が集まってしまいます。そうすると参加者が限定的になっ

てしまい、システム 2の話ばかりしていまいます。システム 1とシステム 2を行ったり来たりする方法が大

事だなと思いました。公園には色んな禁止事項がありますが、それを伝える方法も工夫しなければならない

と思いました。また小さな公園で子どもが大きな声で遊んでいると、嫌がる高齢者もいらっしゃいます。し
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かし子どもがいて楽しいことが伝われば、子どもの面倒を見てくれる人も現れるかもしれません。そんなヒ

ントをいただけたと思いました。 

 

山崎： 

 素敵な話をありがとうございます。ここで少し、「Co-minkan」という事例を紹介します。 

 

●●●●CoCoCoCo----minkanminkanminkanminkan プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト    

 公民館という場所が、単なる貸館のようになってしまっているという状況があります。しかし戦後にでき

た公民館法を見ていると、実は公民館で地域のことを学んで、地域活動に広げていくという場所だったので

す。それが今では、例えば公民館の一室を囲碁クラブなどが毎週同じ時間帯を占拠しているという状態にな

っています。そこでもう少し公民館らしい使い方を実現できないかと思ったのですが、公民館本体に提案し

ても相手にされませんでした。そこで勝手に作りますということで、「民間」の前に協力を意味する「Co」

をつけて、「Co-Minkan」としました。プライベートがたくさん集まって協力して、公民館をつくるという意

味です。 

 

  

 

 実際にやっていることは、1 つのキャリーバッグに公民館活動に必要な道具を詰め込んで、ある場所でそ

れを広げればすぐに公民館をつくることができる、ということです。キャリーバッグの中にプロジェクター

とカフェセットとお菓子と付箋とペンなどを入れておきます。それを持って公園やカフェなどに行きます。

東京国際フォーラムという大きな会場の中にも持ち込んだことがあります。このように、呼ばれたらどこに

でも行くという公民館があってもいいのではないかと思っています。このキャリーバッグにはどんな道具を

入れておくのがよくて、それらを購入できる場所や値段を整理した本を作っているところです。これを日本

全国で展開していけば、いずれは本当の公民館から依頼が来るのではないかと思っています。あるカフェが

公民館をやりたいと手を挙げてくれて、キャリーバッグを持っていきました。公園の中にあるカフェだった

ので、カフェの内外で公民館をやっていたら、地域の高齢者や公園に遊びにきた外国人など色んな方々が参

加して、お喋りしてくれました。すると普段はカフェに来なかった小学生が、公民館をきっかけにして来る

ようになり、小学生が自分たちで「カフェの掟」を作り始めました。例えば大人がカフェに来ている時は、

子どもは静かにしましょう、店長が忙しい時は手伝いましょう、といったものです。小学生たちが自分たち

で話し合ってルールを作った、ということです。このように、まちづくりに子どもたちが参加することは大

切だと思います。公園についても、子どもたちがどのように提案すればボール遊びができるようになるのか、

という話し合いに参加してもらうとよいかもしれません。そのような対話が常に発生している状況をつくる

ことができれば、教育の場としても公園を使っていただけるのではないかと思っています。 
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ャリーバッ

ク

が、１つあ

れ

ばいい

モバ

イ

ルCo-Minkanではじ

め る1

・プロジ

ェクタ

ー

・

ス

ピー

カ

ー

・

カ

フ

ェ

セット

・か

わ

いい器

・お菓子

・付箋・ペン

公園

カ

フ

ェ

空店舗・空家

お寺

パン屋

東京国際フ

ォ

ーラム



 19

 

 

（（（（５５５５））））市長市長市長市長によるによるによるによる閉会挨拶閉会挨拶閉会挨拶閉会挨拶    

 既に公園に関わる活動に取り組まれている方々も多いと思いますが、その方々がもっと楽しく活動してい

ただいて、たくさんの方々を巻き込んでいただけることになるのではないか、と思いました。また、思って

いるけどなかなか活動に踏み出せないという方も、今日の話を聞いて「やってみよう」と思ってくださった

方々もいらっしゃるのではないかと思います。 

 私たちには課題がたくさんあります。子どもが遊ぶ場所がないという悩みは自分の子どもからも聞いてい

ます。ボール遊びができないと聞いています。公園の落ち葉や雑草がたくさんあり、見苦しいから刈って欲

しい、という声が役所に届きます。しかし役所は、お金がない、人がいない、ということや、公平性の観点

からルールとして対応せざるを得なくなっています。しかし公平性の観点で作ったルールに合わないことも

たくさんあります。そこで地域の皆さんがルールを決めて、使い方を自ら考えて活用していただく必要があ

ると思っています。今後みどりのプラットホームを通じて、枚方市で色んな課題解決に繋がる活動が生まれ

て、それを皆さんが楽しみながら満足して取り組まれることになれば、素晴らしいことだと思います。皆さ

んどうぞ、よろしくお願いします。 

 

 

２ 講演会の結果 

 

※１感想… 5：とてもよかった 4：よかった 3：ふつう 2：よくなかった 1：とてもよくなかった 

    

感想感想感想感想のののの平均平均平均平均：：：：4.614.614.614.61    （（（（5555：：：：38383838 名名名名、、、、4444：：：：16161616 名名名名、、、、3333：：：：3333 名名名名、、、、2222：：：：0000 名名名名、、、、1111：：：：0000 名名名名））））    

    

    

    

 

 

 

 

 

 


