基調講演
なぜ都市近郊のニュータウンで自給自足をするのか？
はたあきひろ
園芸研究家・樹木医・NHK テレビ講師
【プロフィール】
1967 年生まれ。西宮市出身。大手住宅メーカーの研究所
に 23 年間勤務後独立。在職中から現在に至るまで、都市近
郊での自給自足にこだわっている。奈良市で草屋根の家に
暮らし、400 坪の田畑で家族５人の１年分のお米と野菜を
つくる。毎月 NHK テレビ「ぐるっと関西おひるまえ」に
は園芸講師として出演（この春で 10 年目）
。著書「コップ
ひとつからはじめる自給自足の野菜づくり百科」など。
【講演要旨】
■都市機能の恩恵を享受しながら自給生活を楽しむ
我が家の庭先の車一台分ちょっとの空きスペースで、一年中何かしらの野菜が育てています。車は持っ
てません。
「なんで？」とよく不思議がられますが、ニュータウンの中にレンタカーやカーシェアーが
あるので、特に不自由は感じないです。また、自宅の最寄り駅は交通アクセスが良く、関東方面など出
張が多い身には、とても助かっています。多くのニュータウンに共通することですが、街の端っこには
まだまだ田畑が広がっており、自給自足が意外と実現可能なのです。加えて獣害や雪害もほぼゼロです。
■自ら変えられないこと、変えられること
人生を送る上で、自分にはどうすることもできないことと、どうにかできることがあります。現在、日
本の食糧自給率はカロリーベースで 38％を切っています。私が仮に官僚になろうが、政治家になろうが、
大型農業経営者になろうが、この数字を少しでも上げようと思ったら中々大変です。けれども、僕が農
家さんから田畑を借りて一年かけて野菜と米を作り始めたら？わが家の自給率はほぼゼロから、一年後
には約 70%と急上昇を遂げました。このように何事も自分にできる事に注力することで、未来は少しず
つ変わっていくと信じています。
■人力は縄文時代からグローバルスタンダート（世界標準）
私の自給自足生活は、人力が基本なので、お金があるなしに関係なく、思い立ったらすぐスタート可能
です。この時代、最先端やテクノロジーも大切ですが「人間の体は万能である」と改めて思うのです。
■種まきなど確かな未来を自分自身の手で仕込む
昨今、世界各国で巨額の資金を投入し、ウイルスの特効薬やワクチン開発にしのぎを削っています。私
は、この件に異を唱えるつもりは全くありません。ただ過去において、人類が感染症と戦う時のメイン
の武器は、我々の持つ免疫力や自然治癒力、そして心の有り様ではなかったかでしょうか？これらの武
器を鍛えるためには、バランスのとれた良質な食物や適度な運動、十分な睡眠などが必要だと感じます。
ところで当たり前のことですが、未来はいくら周到に予防網を張ったところで、全て予測通りになる訳
ではないのです。ただ、それをふと実感する時、何かしら不安な気持ちを抱きがちです。このような時
こそ、実現性の高い素敵な未来を自分の手で仕込んでおくというアクションはとても大切なことだと思
っています。それが私にとっては、タネを蒔くであったり、苗を植えるであったりなのです。

実践報告
「自分の畑」で居場所に―デイサービスにおける園芸療法の取り組み
石神 裕美子
NPO 法人たかつき

【プロフィール】
情緒障害児短期治療施設 就職（4 年在籍）
精神障害者 作業所 就職 在職中に園芸療法に出会う
2001 年 5 月 NPO 法人たかつき創設
2001 年 5 月 街かどデイハウス晴耕雨読舎開業
（園芸療法実践開始）
光愛病院精神科デイケア 園芸療法プログラムを実践（16 年間）
社会福祉法人水平会 園芸療法プログラムを実践（5 年間）
農林水産省 新規就農・女性・高齢者活動等支援事業関係担い手育成・確保対策事業
（農と医の連携促進事業）園芸療法を活用
デイサロン みさと（埼玉） 園芸療法プログラムを実践（2 年間）
2007 年 12 月 デイサービスセンター晴耕雨読舎開業
2017 年 6 月 Roles 晴耕雨読舎南平台（デイサービス）開業
その他 子どもの自然体験活動 20 年目
【報告要旨】
大阪高槻市にある NPO 法人たかつきで実施している介護保険事業デイサービスにおいて園芸療法を
実践しています。
デイサービスで園芸療法を行う上でもっとも大切にしていることは、ひとりひとりの利用者さんに生
きがい、やりがいをもって有意義に時間を過ごしていただくことです。そのために当法人のデイサービ
スでは、徹底した個別ケアに取り組んでいます。畑での個別ケアの中心になっているのが「自分の畑」
です。
デイサービスの敷地内には利用者 60 人それぞれに自分の畑区画があり、そこで自分の好きな野菜を
育て、収穫したものは自分のものとして持ち帰っていただいています。
「自分の畑」の存在が役割や居
場所となり、利用者さんの生きがい、やりがいにつながっています。報告では、事例を紹介しながら自
分の畑の使い方と効果などをお話しさせていただきます。

実践報告②
貸し農園という新たな古民家再生方法
田中 創大
一般社団法人がもよんにぎわいプロジェクト
【プロフィール】
大阪市城東区蒲生四丁目エリアを中心に活動する組織『がもよんにぎわいプロジェクト』のスタッフ
として 2 年と半年従事。現在、空き家となっている古民家のリノベーションを行う古民家再生事業を中
心に活動している。2019 年 5 月より住宅地の真ん中に「がもよんファーム」を開設している。
【報告要旨】
I. 貸し農園設立の経緯
2018 年の秋、台風第 21 号がきっかけとなり、当農園の計画がスタートした。農園があった場所には
当時 5 軒の空き家が建っていたが、他の大阪市内の住宅と同様に台風の被害を大きく受けた。当初は住
宅を修復する案も出ていたが、屋根の工事業者に連絡が殺到しスケジュールが押さえず、修復しように
も予算を回収する目途がないため､建物を取り壊すこととなった。ただ、空き地は収益を生まないうえ
近隣の住民にとって不用心であることから、この土地を利活用することとなった。当エリアの古民家再
生店舗は大半が飲食店であることと、地域住民が利用できる施設を作りたいという所有者の思いから、
当時も需要が高まっていた市民向け貸し農園を設立することに決定した。
II.

農園の現況と利用者について
2021 年 4 月より 3 期目を迎えた「がもよんファーム」であるが、全 29 区画が毎年契約済となってお
り、予想以上の高い需要があったと考えている。利用料金は月額 4,000 円の一年契約、契約者は来年度
も更新可能としており、今年度は 80％の利用者が更新、残り 20％が新規利用者の割合となった。プロ
ジェクトの運営者に農業経験者はおらず、私自身も初心者であった。この点に関しては、間違いなく他
の農園と一線を画しており、
「その場で臨機応変に対応する」とだけ決められたスタートだった。
運営に関しては、トラブルが発生した際には相談いただいた利用者の方や下記のアドバイザーと協議
して、解決を図っている。2 期目以降はこれまでのトラブル経験をもとに、事前にトラブルの発生を予
測して準備する運営にシフトし、1 期目に比べて利用者共々運営者も成長するプロジェクトとなってい
る。これは奇跡的な偶然であるが、初年度の利用者に農業高校の元教員の方がおり、2 期目よりこの方
に区画を無償貸与してアドバイザーとして運営側に参画いただいている。彼の具体的な役割としては、
他の利用者への農業指導と現場経験の豊富さによる危機管理で、運営者の知識不足をフォローしている。
III. 結果
現在の「がもよんファーム」が高い需要を得た要因は 3 つあると考えている。
① 運営者に農業経験者がおらず、運営方法を最初期に定めていなかった。
② 住宅街の中心に設立したことで、近隣の利用者の利用頻度が高く定着しやすい場所になった。
③ 地域住民を対象とすることで、
同地域在住の利用者間でコミュニティが成立しやすい環境であった。
プロジェクト計画段階では、採算ベースで大規模な土地を探し、専門家を雇用するほうが効率的だと
考えていたが、結果的には、小規模であることや運営方法を型に嵌めないことがプラスに作用した。
IV. 結論
最後に、この貸し農園事業が新たなる空き家の利活用案になったと結論付けたい。当法人は空き家の
リノベーションにより、店舗として収益を生むように改装するというモデルで空き家の解消に取り組ん
できたが、それでも建物の維持・修繕費用の捻出や初期投資の負担は個人単位の所有者にとって大きい。
しかし、この農園の初期費用は建物の改修に比べて安く、地域に健康的な導線を作りだすことができる。
都市部に空き家を持つ個人であれば、あえて空き家を壊して農園にすることで、地域貢献と利活用が同
時に可能になるのではないだろうか。

実践報告③
まず作り始めよう―通勤か移住かで悩むくらいなら
棟田 真
イチゴ農家
【プロフィール】
兵庫県西宮市出身。元会社員。2013 年より大阪府千早赤阪村にて就農。借地 35a にてイチゴを栽培。
現在は尼崎から通勤している。同村は地域振興策の一環としてイチゴのブランド化や「いちごアカデミ
ー」という新規就農者育成の取り組みを進めているが，その実質的な担い手として活躍中。
【報告要旨】
多くの人は就農と移住をセットで考えるが，必ずしもその必要はないのではないか。私自身の経験を
交えてお話ししたい。とは言え，尼崎から千早赤阪村まで，車で 2 時間近くかかる。就農先の地元の人
たちからは，最初「時間とガソリンがもったいない」
「アホや」と言われていたことも事実である。しか
し，そういうことを続けてきたら，そのようなことは言われなくなった。
現在では新規就農を目指す人たちの指導も引き受けているが，移住か通勤かは良し悪しではなく選択
の問題でしかないと伝えている。それよりも大切なことは，実際に畑を耕し始めること，そして地元の
人たちと上手く付き合うことであると思う。そうしているうちに空き家の情報も得られることが多い。
今，
「通勤農業」というスタイルは地域で信用を獲得する途上にあると考えている。都市と農業の関係
は変わりつつあるし，自分自身の想い次第で変えられるものでもあることを，みなさんに感じていただ
きたい。

研究報告
農福連携をはじめとした多様な主体による
都市農業の実践に向けた課題
石原 肇
近畿大学総合社会学部
【プロフィール】
1964 年生まれ。東京都大田区出身。1990 年に東京都に農業技術職で入都、25 年間勤務する。この間、
最初の 6 年間は農業試験場で試験研究に、その次の 2 年間は農林水産部で都市農業振興施策の立案・実
施に、最後の 1 年 9 か月は農業振興事務所で農政全般と普及事業の推進に携わる。2015 年から大阪産業
大学で環境政策論等を担当した後、2020 年から近畿大学で地域・環境調査論等を担当している。都市地
域の環境やまちづくりに係る調査を主なテーマとしてきており、その中でも都市農業は社会人になって
から実務と研究の境目なく一貫して関わりのあるテーマである。大阪府堺市や大東市の市民講座などで
都市農業関係について講演。著書『都市農業はみんなで支える時代へ』
（2019 年、古今書院）など。
【講演要旨】
発表者が東京都に採用された時期である 1990 年は、バブル経済が終焉を迎えそうな雰囲気であった
ものの景気はよく、東京は国際都市として、より一層飛躍すべきといった主張が強く打ち出されていた
ように思う。このため、当時は都市農業不要論が世の中を席巻していた。1991 年に生産緑地法が改正さ
れ、市街化区域内農地を、宅地化するもの「宅地化農地」と保全するもの「生産緑地」とに明確に区分
することとされた。
2015 年 4 月に都市農業振興基本法（以下、基本法）が公布され、2016 年 5 月には、都市農業振興基
本計画が閣議決定された。国土交通省の報道発表によれば「本計画では、都市農地を農業政策、都市政
策の双方から再評価し、これまでの「宅地化すべきもの」とされてきた都市農地を、都市に「あるべき
もの」ととらえることを明確にした」としている。都市農業の位置付けは大きく転換された。
基本法の公布以降、国では関連する法や制度の改正を行ってきた。2017 年に都市緑地法と生産緑地法
が改正された。都市緑地法の改正では、
「緑地」の定義に農地が含まれることが明記された。つぎに、生
産緑地法の改正では、①生産緑地地区の面積要件の引下げ、②建築規制の緩和（農産物の加工施設や直
売所、農家レストランなどの設置が可能に）
、③特定生産緑地による指定期間の 10 年延長、④田園住居
地域の創設の 4 点があげられる。2018 年には、都市農地の貸借の円滑化に関する法律が成立し、生産緑
地の貸借が円滑になることが期待されている。また、同法の制定に合わせ、税制改正が行われた。これ
らの制度の創設や税制の改正により実質的な大きな転換点を迎えたといえよう。2022 年を間もなく迎え
る中、市街化区域内では、特定生産緑地がどれだけ指定されるかが判明していくであろう。
発表者は、堺市での調査から、市街化調整区域をもつ地域では、都市との近接性を活かした市民農園
等での活用を進めていくことが重要であると提言した（石原 2018）
。柏原市では、不耕作地が農福連携
の場として活用されている（綱島 2021）
。千早赤坂村では都市住民が新規就農し、通勤によるイチゴ栽
培が展開されている（石原 2020）
。都市部の大阪市に目を向ければ、城東区の再生古民家活用飲食店集
積地域となっている「がもよん」で、宅地から農地への転用によりできた貸し農園が賑わいを創出して
いる（がもよんプロジェクト 2019）
。都市の住民が容易に農地を耕せるようなきっかけや仕組みづくり
が急務である。

