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特集 福祉農業

NPO法人植える美 mgの園芸福祉活動

新谷和昭*

〔キーワード):幸福， 地域貢献， well-being，ソー

シャルビジネス，高校生，農業振

興

はじめに

今から 16年前の平成 9年に，高齢者施設へ花壇

を造ったのが相可高校と園芸福祉の出会いである.

当時はまだ園芸福祉という言葉はなく ，園芸療法と

しての活動で、あった.その時の高齢者の笑顔を見て，

「花は心のリハビリとして大いに役立つのではJと

実感した.この経験から，私たちが日ごろ学んでい

る園芸の知識を活かす事により ，施設で生活するお

年寄りの方に対して何かできなし、かと考え，園芸療

法にたどり着いた.以前より 相可高校では地域の保

育所や高齢者施設，学校等と園芸による交流を行っ

ており，スムーズに園芸療法を導入する事ができた.

しかし， 当時は全国的に見ても園芸療法に対する

取り組みの事例がほとんどなく，欧米からの紹介が

ほとんどで，日本のお年寄りにあった作業プログラ

ムがない等，園芸療法の確立ができていないという

多くの問題点があった.

そこで，平成 10年から 12年度にかけて，レイズ

ドベッ ト造り，コミュニケーション能力向上，作業

プログラム作成という 3つの目標を立て， 3年計画

手づくりの花壇

.三箆県立相可高等学校 (KazuakiShintani) 

により試行錯誤の中， 園芸療法の確立に向けスター

卜した.そして， 3年間の園芸療法の活動において，

車椅子でも作業ができる立体的な畑の製作，相手の

目線での作業や話をすることによるコ二ミ ュケー

ションづく り等，そして，それらを踏まえ園芸療法

を行う上で最も大切であると言われる，作業プログ

ラムを完成させることができた.

しかし，高校生として活動の制限があるために，

訪問回数が少ないことや，これらの作業が本当に医

学的な観点から見て効果があるのだろうか，また，

専門性を高めるため欧米のように園芸療法士の資

格をつくってほしいという事が，問題点と課題とし

て残った.

そこで，私たちはこれら問題点と課題を克服する

ため r新たに高校生でも活動できる作業プログラ

ムの作成」と「園芸福祉の情報発信の基地としての

役割を果たすJという目標を立て，より高度な園芸

療法の確立を目指した.

私たちの体験や調査で，①相手の回線での作業 ・

話をする.②花 ・ハーブ、の作業は効果が高い.③屋

外での作業は刺激が多い.④個人にあった作業方法

を考える.⑤以上を基に作業プログラムを作成する.

以上の園芸療法を行う上での留意点をまとめる事

ができた.私たちは，園芸療法として効果が認めら
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月 作業名 主な効果 -相手の目線で作業，話をする

4 花壇・畑の土づくり 手，足など‘のリハビリ -花，ノ、ーブ、の作業は効果がある

5 花壇への花植え 手，足などのリハビリ，聴覚の刺激 -屋外での作業は刺激が多い

チンゲンサイ種まき 指先のリハビリ -個人に合った作業，方法を考える

6 ポプリづくり 指先のリハビリ，嘆覚の刺激 -以上を基に作業プログラムを作る
チンゲンサイ間引き等 指先のリハビリ

7 花の寄せ植え 手，指先のリハビリ，視覚の刺激 留意点

チンゲンサイ収穫 味覚の刺激

8 花壇の管理 手，足などのリハビリ

9 フラワーアレンジメント 視覚の刺激，指先のリハビリ

花壇の土づくり 手，足などのリハビリ

10 チューリップの栽培 視覚の刺激，認、知症の回復

花壇への花植え 手，足などのリハビ、リ，聴覚の刺激

11 ブランクーへの寄せ植え 手，指先などのリハビリ，視覚の刺激

ポプリづくり 指先のリハヒ"!)，嘆覚の刺激

3 花壇などの花見 視覚，嘆覚，聴覚の刺激

作業プロ グラム

ハーブの栽培

れるハーブ、と花を中心に用いて，心理学的観点から

香りと色による調査研究をすることにした.

ラベンダーやミン ト類，カモミール等のハーブを

使ったポプリづくりでは，小さい袋にハーブを入る

作業や細いリボンで結ぶ作業等とても細かな作業

が指先へのリハビリとしての効果を期待した.以前

はお年寄りの好みの香りで選んでいたが，私たちは

ハーブの持ついろいろな効果を調べ，不眠の方には

ラベンダーを，食欲不振の方にはミン ト類を，疲労

気味の方にはレモングラス等とハーブ、の持つ効果

を考え，その高齢者が求めるであろうハーブの香り

袋を作った.その作業後，体調等の変化について聞

き取 り調査を実施した.皆さんの感想、と して， r膝
や腰の痛みが和らいだJ，rよく眠れたJ，r食欲が増

進した」等の意見がありハーブの持つ効果を確認す

花極へのサルビア定植

る事ができた.さらには，高齢者だけでなく rハー

ブの香りにより仕事に意欲が出るJ等職員の方にも

効果が現れたのである.この事から，ポプリづくり

だけでなく，ハーブ園を造り ，栽培から管理までを

行い，一貫した園芸療法を展開することにした

また，花づくり作業として，私たちが作った手づ

くりの花壇に年2回，花苗を定植する. ここでの大

切な点と して，参加するすべての高齢者の方々が，

何らかの形で社会貢献を している意識を持たせる

ため，歩ける方には植え込みの作業を，車精子の方

には苗をポットから出す作業や土をほぐす作業を

中心に，みんなが土や植物に触れ合える機会を設け

た.花苗の種類についても，主に赤いサノレビアを植

えることにした.その理由と して，赤は人聞が最初

に知覚する色であり ，元気を回復する色でもあるか
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黄 甘えたい，可愛がってほしい

赤 情熱，勇気，怒り

オレンジ 明るい，情熱的

示ハ、r 飢え，精神的意欲

緑 リラックスしたい，理解したい

青 クール，気持ちを静める

紫 不安，嫉妬

白 自信がない，神経質，完壁癖

灰 不安，無気力，憂穆

黒 恐怖，不安を隠す

色の使い方と心理状態

らである.そこから認知症を回復する効果を期待し

た.すると，車椅子で作業をしていた高齢者の方が

作業後，部屋まで歩いて帰って行ったのである.

その光景から色による効果を確信した私たちは，

より深く色の調査をすることにした.調査方法とし

ては多気町内の保育所の協力を得て，事前に画用紙

に指定した色のクレヨンや絵の具で好きな絵を描

いてもらう.そして，色々な花苦を持って土や花や

葉っぱに触れる等植物に慣れ親しみながらプラン

ターに植える作業をする.そして作業の後，定植し

た白いプランターへ絵を描く.いろいろな研究報告

等を参考に，色の使い方による心理状態を調査した.

ある子どもは黒と紫が目立っていた.黒は恐怖・不

安，紫は不安・嫉妬を表すと言われる.私たちは，

その子どもは最近，引越ししてきたばかりで入園し

て問もないとの事であり，それが原因ではないかと

考えた.そして，園芸作業が終わりプランターに描

かれた絵を見るといろいろな色を使ったとてもカ

ラフノレな作品になった.

また，ある子どもは黄色を非常に多く使っていた.

黄色は甘えたい・可愛がってほしいという気持ちの

現れだと言われる rこの子の家庭は最近，赤ちゃ

んが生まれ両親の愛情がその赤ちゃんに向けられ

ているのではJと保育士の方から報告があった.そ

して，園芸作業を行い，絵を描くと先ほどの子ども

と同じくいろいろな色を使うようになったのであ

る.特に印象に残った子どもがいた.画用紙の絵の

特徴としては，黄と黒がとても目立つことで、あった.

黄と黒の組み合わせは父親への求愛を表すと言わ

れている.私たちは，お父さんがいないのかなと考

えていたが，保育土さんの報告によると，実際はお

母さんがし、なくてお父さんが毎日仕事で遅くなる

赤と黒 母への求愛

黄と黒 父への求愛

赤と緑 生殖活動にアナロジーを持つ

赤と青 嫉妬と競争

黄と青 葛藤と心労

色の組み合わせと心理状態

ので，寂しい思いをしているとの事であった.そし

て園芸の作業後の絵を見ると，まだ黄色や黒が目立

つものの，青色や緑色も多く使うようになったので

ある.

この調査から，閏芸の作業で不安から安心へと心

理を変えることが可能なのだと確信した.そして，

これら活動や調査から高校生でも無理なく活動で

きる作業プログラムを完成させることができた.前

回の作業プログラムと違うところは，効果の認めら

れた，ハーブ、の作業，そして，カラフルな色の刺激

を考えて花を用いた作業を中心にした点である.こ

の事から，園芸が身体への効果を期待するだけでな

く，高齢者の方が楽しみながら作業ができる，より

高度な作業プログラムを完成させることができた

と考えている.

この作業プログラムにより，起き上がるにも介護

が必要なおばあちゃんが花の管理が出来るまで回

復し，関係者の方から高い評価を受けたので、あった.

私たちの目標のーっとして「相可高校が地域への

情報発信の基地としての役割を果たしたい」という

思いがある.多くの活動から，色々な団体から評価

を得，園芸福祉全国大会や園芸福祉シンポジウム等

で発表する機会を与えられ，私たちの活動を PRす

ることができた.また，それら発表の中で高校生で

も資格が取得できるように要望し，現在初級園芸福

祉土の資格取得に向けた講座が受講できるモデ、ル

校として認定され，私たちを含め多くの園芸福祉士

が相可高校から誕生する等している.しかし，相可

高校のある多気町に目を向けてみると園芸福祉の

認知度が低いことが分かつた.そこで，多気町の環

境美化運動で各地区の代表者に園芸福祉に関する

アンケート調査を実施した.この結果から私たちの

普及活動に疑問を感じ，さらなる普及活動へ向けて

取り組むことにしたのである.

そこで考えたのが，多くの方々に園芸福祉を知っ

てもらえるような発表会を開催する事であった.先

ほど述べたように，園芸福祉全国大会や名古屋で開
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月 作業名 主な効果

4 ノ、ーブ、の香液づくり 嘆覚による安眠や食欲増進
花壇の土づくり 足，手などの運動効果，認知症の方への刺激

5 花壇への花植え 視覚， I奥覚，味覚の刺激，社会的成熟度の向上
プランターへの寄せ植え 手，指先の運動効果，視覚，I臭覚の刺激
ノ、ーブ?の収穫と管理 嘆覚による安眠や食欲増進

6 ノ、ーブ、の香液づくり 嘆覚による安眠や食欲増進
ベットボトノレへの花植え 指先の運動効果，視覚の刺激
ラベンダーのステックづくり 安眠，指先への運動効果

7 花壇，ブランクーの管理 元気の回復，手，足の運動効果

8 ハーブの収穫と管理 I奥覚による安眠や食欲増進

9 フラワーアレンジメント 指先の運動効果，バランス感覚，視覚の刺激

花壇の土づくり 足，手などの運動効果，認知症の方への刺激

10 チューリップの栽培 認知症の方への刺激

花壇への花植え 視覚 I臭覚，味覚の刺激，社会的成熟度の向上

11 ブランクーへの寄せ植え 嘆覚による安眠や食欲増進
ノ、ーブ、の香液づくり I奥覚による安眠や食欲増進

室内花壇づくり 視覚， I臭覚の刺激

3 屋外での花の見学 視覚，嘆覚，聴覚の刺激

高齢者用作業プログラム(最新版)

園芸福祉の活動をしている事を知っていましたかワ ただけでなく，当日の記念講演の講師として協会の

理事長でもあり，広島国際大学大学院教授，医学博

士の吉長成恭先生の派遣をしていただく事になっ

たのである.私たちは発表会の成功に向けての取り

組みを開始した.発表会の名称も， r園芸福祉フォー

ロはい ラム by相可高校Jと名づけ，趣意書づくりや内容

・いいえ についても検討し， 計画・実行に移した

アンケー 卜調査

催された闘芸福祉シンポジウム，農業大学校での園

芸福祉講座等で発表を行い，普及に努めてきた.し

かし，目的でもある地域での情報発信の基地として

の役割を果たすためにも，地域での発表会の重要性

を再認識した.この思いを当時多気町役場農林商工

課の小林さんに相談したところ r是非多気町とし

ても協力をJとのお言葉をいただいた.そ して， 輸

は広がり，多気町だけでなく，多気町社会福祉協議

会や多気町教育委員会にも協力していただけるこ

とになった.また，当時，私たちの取り組みに協力

いただいていた，日本園芸福祉普及協会で当時事務

局長であった大野新司さんや， 三重県園芸福祉協会

の前川良文さんにも協力していただける事になっ

講師の先生や会場の設備等による打ち合わせを

何度も行 うのはもちろんの事，多くの方に来場して

もらうため，広報活動にも力を入れた. r園芸福祉

フォーラム by相可高校Jのチラシを作製し，その

チラシと案内文を三重県下の社会福祉協議会，多気

町近隣の高齢者施設，保育所，専門学校や大学にも

送付し当日の参加を依頼した.そして，100名以上

の関係者の参加申し込みがあっただけでなく ，不参

加の関係者からも 「期待していますJ，r成功を祈り

ます」等の激励の言葉を多数受け，園芸福祉への関

心の高さが伺えたのである.また，多気町役場のご

好意で，町内全戸に配布する広報に，先ほどのチラ

シの差し込み，町内の色々な施設に貼り 付ける等の

形で、町内への参加を募った.

そして，フォーラムの当日には，早くから申 し込

みをされた方以外にも町内外の多くの方の参加が

あり，熱気あふれるスタートとなった.多くの来賓

ーの方を代表 し多気町長の挨拶からはじまり，そして，
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祖.相』臨時喝を制貰計回郎官災減

チラシ

私たち研究班による園芸福祉の事例発表を行った.

その後，吉長先生を講師に迎えて「園芸福祉をはじ

めようJと題しての記念講演.この記念講演会で吉

長先生から私たちの取り組みに多大な評価をいた

だき，これからの活動の糧となったのである.

また，ディスカッションでは私たちがコーディ

ネーターとなり，日頃研究のご協力をいただいてい

る介護老人施設みずほの里福施設長の森木計ーさ

ん，多気町の保育士を代表し相可保育所の中西洋子

園長先生を講師に向かえた.また，私たち研究班の

先輩であり ，現在植物セラピス トとして活躍されて

いる上村起代さんや，わが校で最初に初級園芸福祉

士の資格を取得し，介護士と して活躍している岡田

恵実さんにもパネ リス トとして参加していただき，

I地域への園芸福祉の普及」をテーマに会場の皆様

と一体化したディスカッションとなった.

このフォーラムに来場された方々を対象にアン

ケー トを実施 し，植物がもたらす様々な効果を分

かつてもらい，園芸福祉の認知度を高める事ができ

た.また，園芸福祉士の資格に関する理解や導入に

ついても高い関心を得る事ができる等， 地域への園

芸福祉の普及に向けた目的が達成できたと考える.

しかし，ある人のアンケー トの意見に私たちはと

園芸福祉フォーラム by相可高校

ても考えされられた.それは，園芸福祉を実施する

には，人材育成だけでなく運営資金が必要だという

ことである.また，私たち研究班の意見として，将

来の農業経営や起業を目指したいと考える.そのこ

とから経営や運営に関することはとても大切だと

考えた.それには現代の経営環境に対応する必要が

あると考えた.そこで， NPO法人の取得を目標に取

り組み始めたのである.

NPOとは民間非営利組織の略で営利を目的とせ

ず，社会貢献活動を組織的 ・継続的に行う民間の組

織体である.任意の団体が NPOと名乗るにあたっ

て制限はなく，私たちが目指す NPO法人は，法人

格を取得するため所轄庁の認証・法務局の登記がな

いと名乗ることはできない.

NPO法人とは言っても，簡単に取得することはで

きない_NPO法人設立のためには，保健，医療，福

祉の増進.社会教育の増進.町づくりの推進.子ど

もの健全育成.環境の保全等 17分野の活動にあて

はまり ，営利を目的に しない.社員に不当な条件を

付けない.社員が 10名以上いる等，活動の目的に

関することや社員 ・役員に関すること等多くの要件

を満たさなければならないのである.また，法人格

を取得すると契約の主体になれる.社会的信用が高

まる.資金の調達が しやすい.組織の安定性等の意

義がある.しかし，逆に法人化に伴い，事務処理の

頻雑化.情報公開の必要.課税・労務関係でf去に沿っ

た対応をする等様々な義務も生じてくるのである.

しかし，ハード、ルが高くなればなるほど NPO法

人設立への思いも高くなり ，私たちは有志を集め，

設立メンバーを結成し， rこの法人は，園芸を通し，
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特定非営利活動とは?

①次に掲げる活動に該当する活動であり，

保険，医療，福祉の増進 男女共同参画社会の形成

社会教育の推進 子供の健全育成

まちづくりの推進 情報化社会の発展

学術，文化，芸術，スポーツの振興 科学技術の振興

環境の保全 経済活動の活性化

災害救護 職業能力の開発又は雇用機会の拡充

地域安全 消費者の保護

人権の擁護，平和の推進 国際協力

全各号に掲げる活動を行う団体の運営，連絡，助言，援助

②不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動

NPO法人の活動範囲

健全な心身を培い， 豊かな心をはぐくみ，幸せにな

りたいと考える人たちに対して，園芸福祉に関する

事業を行し、もって地域社会への福祉の推進に寄与

することを目的とする.Jと言う団体の目的を確認

した.また，目的達成のために行 うべき活動等を明

確に したのである.そして，設立総会を開催し，定

款の承認や役員の選出等の審議を行い，特定非営利

活動法人「植える美 ingJの設立を満場一致で議決

したのである.ちなみに「植える美 ingJ という名

前の由来は「よく生きるj とか「幸福j を英語で言

うと WELL-BEINGとなる.その言葉を園芸らしく

あてはめ，花や野菜を植えそして育てることにより

美 しい環境を築きたいという思いを込め名づけた

のである.

設立総会後，法律に定められた申請書を県民局に

提出した 書類には第 53条まで決めた定款をはじ

め，役員の区別や就任承諾，誓約を記載した書類，

社員 10名以上の名簿，設立総会における確認書，

この法人の趣旨と経過を記載した設立趣旨書，総会

において意思の決定を証した総会議事録，当年およ

び翌年度の事業計画書と収支予算書等多くの書類

を作成し提出する.申請後，三重県の公報に認証申

請があった旨が公告され，NPO室，各県民局で公衆

の縦覧期間がありその後，認定の決定がある.そし

て2週間以内に法務局で設立登記，さらに登記完了

届けと閲覧用書類を三重県知事に提出し法人の成

立となるのである.

私たちが設立した NPO法人 「植える美 ingJは，

三重県下ではじめての高校生が主体となった NPO

法人で，さらに，圏内を見ても高校生が理事長

設立総会

や理事，監事等の役員を務めている NPO法人はと

ても珍しく，地域の方や関係者の方から高い関心を

受けた.

NPO法人申請後，本格的な活動を開始した.私た

ちは円滑な運営が図れるように事業部，経理部，人

材育成部，普及 ・啓発部の 4つの部を作り， 各理事

が責任者として就任し活動を開始した.

事業部ではこの法人が円滑に運営できる取り組

みだけでなく ，今まで通り高齢者施設や保育所等で

園芸福祉の活動を行い，さらに，新しい園芸福祉の

活動を考える.

経理部では，会計に関する管理だけでなく，会費

以外の運営資金の調達も経理部で行うことにした

県の発行する助成金ニュース等へのアンテナを張

るのはもちろんの事，他にも色々な取り組みを計画

した. 1つの事例として rイオン幸せの黄色いレ

シートキャ ンベーンJである.これは毎月決まった
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日にお客さんが精算時に受取った黄色いレシート

を応援したい団体の Boxに入れると，合計金額の

1%がイオンからその団体に寄贈されるのである.

この活動は運営資金につながるだけでなく，地域住

民の信頼を得て，地域住民によって育てられる活動

だと私たちは考えている.

人材育成部では，園芸福祉士の養成だけでなく，

園芸福祉コーディネーターという独自の資格制度

を確立した.その資格が園芸福祉を地域に根付かせ，

大きな輸に育てていく役割を担える人材の養成と

なると考えている.

普及・啓発部では，発表会の計画や参加だけでな

く，機関紙の発行やキャンベーン活動，また，ホー

ムページの管理・運営も行し、普及に向けた取り組み

を行っている.

NPO法人設立後，今まで通り色々な活動をする中，

2つの課題を感じた.その一つが「園芸福祉は本当

に幸福感を得られるのかJである.植物の持つ効果

は数値で表さなくてもその人の笑顔が証明してい

る.園芸福祉の講演等でも多くの講師の人たちが

語っている.私たちも園芸福祉活動でのみんなの笑

顔から植物の持つ効果を確信している.しかし，

NPO法人設立後，多くの外部団体と交渉や打ち合わ

せをする中，心理的，科学的裏づけの必要性を感じ

るようになった.今までも，保育所での活動におい

て園芸作業を通しプランターに好きな色を使って

絵を描くことにより園芸の持つ心理的な効果につ

いて調査し，園芸の持つ効果を確認することもでき

たが，園芸福祉は本当に幸福感を得られるのかを

テーマに数値により表すことに取り組んだ.調査方

法としては，園芸福祉普及協会の紹介により心理的

well-being尺度による調査を実施した.

心理的 well-being尺度調査とは，環境制御力，自

己受容，自立性，人格的成長，目的，積極的な他者

関係の 6次元を数値で表し，幸せの尺度を調査する

ものである.調査方法としては， 30ある項目を 5

段階で園芸作業前と作業後に自己申告により記入

する.但し，認知症等自分では記入できない方は介

護士さんが代わりに記入する.また，対象者の方だ

けでなく，周りのスタッフや私たち研究班のメン

ノ〈ーも同じように調査した.

調査結果を考察すると，それぞれの対象者，各項

目の平均が作業前より作業後の点数のほうが増え

る結果となった.特に，自己受容の項目について大

きくポイントが増える結果となった.これは，園芸

福祉が自分自身の良い点や悪い点も受容すること

によって自分に対しポジティブな態度を持続する

ことができると考えられる.また，高齢者の調査で

他者関係の項目のポイントが大きく増えている.こ

れは，積極的な対人関係が築けるのだと考えられる.

もう一点の課題は「法人の安定した経営に向け

てjである.園芸福祉を普及するに当たり，大切な

ことは安定した経営と支援を要する人の自立を考

えた職域開拓も重要だと考える.そこで，コミュニ

ティビジネスの実践に向けて取り組むことにした.

保育園での活動では寄せ植えの製作とみかんの

収穫・調整，高齢者施設では鉢花づくりを行い，商

品を完成させる.その商品を販売することにより利

益を上げる.園芸福祉がボランティアの域を脱し，

企業・福祉・農業が生み出す新たな仕組みが地域づ

くりに展開できると考えたのである.

保育園での寄せ植え作業ではゴールドクレスト

対象者:高齢者

対象者No 環境制御力 自己受容 自立性 人格的成長 人生の目的 他者関係

前 後 4 目IJ 後 円IJ 後 目IJ 後 前 後 前 後

1 16 17 16 17 14 16 20 20 20 20 21 22 

2 15 20 17 19 16 16 20 22 18 20 18 20 

3 15 17 18 20 17 19 21 21 21 21 21 21 

4 19 20 11 21 11 18 18 25 16 19 16 19 

5 15 16 17 16 15 14 20 20 15 15 19 19 

6 18 18 16 22 11 14 21 22 16 18 21 22 

7 18 18 15 15 17 17 23 24 16 17 14 20 

平均 16.2 17.1 15.1 17.5 13.1 14.3 21.0 21.9 17.1 18.1 18.5 20.1 

WELL-BEING尺度調査結果
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や白妙菊等を使いクリスマスらしい作品を園児 44

名と制作した.花材は主に相可高校で生産する花の

余ったものを利用 し，不足したものや技術的な指導

等は町内にあるグリーンプラザ多気園芸様のご協

力をいただいた.みかんの収穫では収穫だけでなく

選果，汚れ拭き，ネッ トへの袋詰めも行なった.約

2時間の作業で 100袋の商品を完成させることがで

きた.

高齢者施設では，ベゴニアとストレプトカーパス

を挿し木から鉢上げまで、の作業を行った.はさみや

カッターで葉を切ったり ，細かく，非常に危険な作

業であるが，安全に作業を進め，商品を完成させる

ことができたのである.

そして，いよいよ販売と なった.マックスパリュ

多気庖の支援の下，販売を行いほぼ完売となった.

保育所の商品が 71，900円，高齢者施設の商品が

26，800円の売上げとなり，この収益から保育園には

花や野菜 ・動物に関する絵本を，高齢者施設には管

理医療機器，コミュニケーションアイテムを寄贈し

大変喜んで、いただいたのである.

これらの取り組みから，①well-being尺度調査に

より，園芸福祉に幸せ増進の効果があるという心理

的裏づけができた.②闇芸福祉にコミュニティビジ

ネスとしての可能性を見い出す事ができた.③多く

の団体と交流，連携ができた.④私たちの活動への

理解が深まり， NPO法人植える美 ingの経営安定に

つなげることができたと考えている.

今後の課題としては，①コミュニティビジネスの

確立，②地域での協働の拡大，③園芸福祉が日々の

生活の中で当たり 前と なるように今後も継続した

高齢者移設でのベゴニア栽培(挿し木)

簡品販売

活動を展開する事，を目標にした.

今までの園芸福祉活動を通し， この課題を解決す

るに当たり大切なことは何かと考えた 私たちに

とって幸せな生活がとても大切であり，それには，

まず健康づくりではないかと考え，健康の課題や考

え方を参考にまとめた.そして，r園芸福祉で健康

なまちづくり Jを新しいテーマに取り組んだ.具体

的には，地元である多気町が進めている，まちづく

り計画の核である「ク リスタルの森計画jに参加し，

園芸福祉の概念を取り入れた手づくり公園づくり

を計画した.この公園は， 町民，行政，企業が協力

して，多気町の自然を生かした公園で，単なる憩い

の場や遊び場としてだけでなく ，環境，福祉活動に

取り組む市民団体等の活動の拠点としても活用で

きる公園なのである.

私たちも花畑部会の管理・運営担当として取り組

み，オープニングイベン トに向けて，活動を行った.

クリスタルの森
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竹林を造成し，ここから協働で、手づ、くりの公園をス

タートさせた.竹林の間伐作業は，竹林を元気にす

るために非常に重要な作業である.樹木の植栽では，

サツキや月桂樹等，高木，中木，低木のバランスを

考え植栽した.間伐した竹はチップにし，通路に敷

きつめた.竹チップを敷くことにより，雑草防除や

車いすで通ることが可能になる.

また，この竹チップを堆肥として畑にも利用し，

鋤き込む作業も行なった.芝生を広場に張る作業で

は多くの町内の方々に参加していただいた.レイズ

ドベッドづくりでは，すべての人が花づくりに参加

できるように思いながら作業を進めた.花苗づくり

では，障がい者施設，風の丘の方々と花の栽培を

行った.そして，この花苗や球根を多気中学生と定

植した.

そして，開園をむかえた.セレモニーや各団体の

展示，私たちの管理する花畑にも町民の方々に好き

な花を持参していただき定植作業をし，手づくりの

花畑を完成させることができたのである.また，親

子木工教室でのキッズ、チェアーづくり，ハーブの香

り袋づくり，エッセンシヤルオイルでのエアーフ

レッシュナーづくりも同時開催し，大変好評を得た

また， 10月の中秋の名月の日にお月見会も計画し，

私たちは参加者とともに竹灯篭やベンチをつくり，

そのベンチに座りながらのお月見をした.また，寄

せ植え教室の開催，花畑の花の植え替えをする等大

成功をおさめ，植える美 mgの活動が認められるよ

うになったのである.

多気町内で園芸福祉活動が認められるようにな

るともっと大きな活動を展開したい思いが強く

-------------------
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芝張り作業

多気中学生徒の花苗定植

なったのである.全国へ園芸福祉を発信することに

より地域活性にもつながる活動を考えた.それは，

地域特産物を用いた地域ブランドの開発である.私

たちが学ぶ相可高校には，全国的に有名になった高

校生レストラン「まごの庖jがある.まごの庖の営

業により，全国から多くのお客さんが来られる町と

なったしかし，観光資源は豊かでも思い出に残るお

土産が少ないことに気づいた.そのような中，多気

町役場から， r地域の団体と協働で多気町オリジナ

ルの商品を作らないか」という話があり，協働研究

に参加した.名づけて，ハンドクリーム商品開発プ

ロジェクトである.

このプロジェクトには相可高校農業クラブ， NPO 

法人植える美 ing，株式会社万協製薬，先輩の庖，

多気町役場による協働プロジェクトを結成し， 私た

ち相可高校農業クラブ， NPO法人植える美 ingは商

品の企画・開発を担当した.

高校生レストラン「まごの庖J
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ハンドクリームが商品化されるまでの流れには，

企画打合せ，試作品作成，仕様の決定，見積もり ，

製品化決定等，生産 ・納品までには多くの行程があ

る.私たちは何度か商品企画の打合せを行い，企画

の要望をした.試作品の作成では配合等を検討しな

がら何度か試作を行った.そして，試作品，容器，

デザイン，販売時期等仕様の決定を行った.仕様決

定後，製造数等を確認し見積もり金額がでて，商品

化の決定，生産・納品となったのである.

1回目の打合せでは，事業の経緯や商品化に向け

てのポイント，今後の進め方等について話し合いを

行なった.2回目以降は誰に，いつ・どこで，何を，

価格，販売場所等の基本コンセプトを中心に商品化

へ向けての話し合いを行った.

まず基本コンセプ トの 「誰にJという点は，ハン

ドクリームを使う大半の方は女性である.そこで，

感謝の気持ちを込めておばあちゃん，お母さんを中

心として全ての女性に使っていただけるようなコ

ンセプトを考えた.次に場面であるが，洗い物の後，

手が乾燥している時，園芸作業の後である.そして

何より，幸せになっていただけるハンドクリームの

開発を目標にした 内容については，持ち運びに便

利で使いやすい50g入りのチューブ式で箱包装を選

んだ.香りについては，多気町の特産品であるみか

んを入れたいという思いがあるので，柑橘系のみの

香りを考えたが，他の商品との競争や差別化を考え

て，多気町の特産品でもあり三重県の特産品でもあ

る伊勢茶のエキスを配合することにした.このカン

キツとお茶により，癒しゃリラックス効果がうまれ，

私たちの考える幸せになれるハンドクリームに近

企画会議

づけたと考える.

クリームの色については，最初はオレンジ色を提

案したのだが，できるだけ添加物を入れたくないと

いう事と，手に取った時に違和感があるとの意見が

多くあり，協議の上，白色と した.質感については，

5種類のク リームによるアンケー 卜調査を実施した.

アンケート結果から，ジェル状のク リームの評価が

高く，なじみやすい，さらさらしているという意見

が多くあった.また，デメリットがないというのも

このジェノレ状のクリームの特徴で，これも何度か協

議や聞き取り調査を行い，ジェル状のクリームに決

定した.

内容が決定したところで試作品に取り掛かるこ

とに した.万協製薬調合室の乳化装置や液剤撹枠装

置を使って， 5つの試作品を完成させ，そして，そ

の5つの試作品を実際にモニターの方々に試しても

らうことにした.この結果から香りの配合 0.3%が

最も評価が高く，検討の末，ジェノレ状の香り成分

0.3%配合に決定した.

続いて，ネーミングである これは，相可高校農

業クラブが中心となりアンケートを実施し募集を

したところ，まごの手クリーム，あなたと茶茶茶等

多くの応募があった.この商品は，私たちが真心込

めてつくるハンドクリームであり ，また，中身等を

考え「まごころ teaハンド、ジェノレJに決定した.

包装箱，チューブのデザインも，相可高校農業ク

ラブが中心となって募集し，多くの候補から 3点に

絞り，朝日印刷五十嵐さん，デザインを考案した

NPO法人植える美 mgの会員でもある中村安里さん

も含めてデザイン会議を実施し，現在のようなパッ

試作品づくり
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まごころ teaハンドジェノレ

ケージに決定した.

開発資金についても，三重県において地域資源を

活用するビジネスを創出 していくために必要な，初

期段階の必要経費に対して支援する「みえ地域コ

ミュニティ応援ファン ド助成金交付事業jへの申請

も行った.最終候補まで残った私たちは，多気町役

場岸川課長，万協製薬松浦社長と三重県庁を訪れ，

プレゼンテーションを行ない，見事， 300万円の補

助を受けられることとなった.

そして，いよいよ商品づくりとなった.調合 ・充

填の作業，次の日には包装の作業を行い，ついに「ま

ごころ teaハン ド、ジェノレJが完成した.ハン ドジェ

ノレには主にアロエエキス，コラーゲン，ヒアルロン

酸，伊勢茶エキス，柿の葉エキス，オレンジオイル

配合成分が入っている.この6つの成分配合により，

滑らかな肌触りと保湿成分を保護するのである.ア

ロエエキスには美肌効果，コラーゲンには皮膚の張

りを保つ効果，ヒアノレロン酸には保湿力を高めて潤

いを取り戻す効果がある.特に，私たちが配合した

かったのが，地元企業の川|原製茶さんのご協力によ

り作成した伊勢茶エキス， 柿の葉から抽出し，保湿

効果のある柿の業エキス三重県特産のみかんであ

る春光柑のエッセンシヤルオイルで、ある.この 3つ

の成分を配合することにより，地域色豊かなハンド

ジェルが完成した.また，r私たちは幸福を意味す

るwell-beingを目標に園芸を通した社会貢献活動に

取り組んでいます.多気町の恵みを取り入れたハン

ド、ジェルにより，多くの方々を幸せにしたいという

思いを込め作りました.Jと言う私たちの思いやそ

の思いをデザインしたwell-beingのロゴも書き入れ

ることにした.

販売前には，相可高祭で来校された方々を対象に

アンケート調査も行い，高い評価を受けた.そして

いよいよ販売開始となった.各種イベントでの販売

やキャンペーン活動はもちろんのこと，私たち自ら

東京や大阪，名古屋，広島等の会社へ訪問しての営

業活動や，ネッ ト販売の打ち合わせ，ビジネス上必

要になる挨拶や名刺の渡し方等を学ぶビジネスマ

ナー講習への参加，法被やのぼり等の販売アイテム

の製作，さらには，まごころ teaハン ド、ジェルのテー

マソングのレコーディング等の活動も行なった.ま

た，テレビやラジオ，新聞への出演や掲載より各方

面から多くの問い合わせがあり，予想を上回る数の

売り上げがあった.また，この活動が経済産業省に

認められソーシヤノレビジネス 100選にも選定された

のである

この活動から地域貢献ができた.NPO法人植える

美 ingの社会へのアピールに繋がった働く事の大

変さと大切さに気づいた.農業の持つ多面的機能を

学べた.話し合いの大切さを学べた.ビジネスの基

本が学べた.多くの方に笑顔を届ける事が出来た等，

多くの成果を得たしかし， NPO法人植える美 ing

を全国的にアピーノレすることと，ビジネスに対する

甘さ等，一部の課題や目的は達成できなかった.そ

こで，新しい取り組みとして，①まごころ te aハ

ンドジェノレの販売促進②新たなコスメ商品開発③

農作業服の開発の 3点を中心に活動し，私たち自身

がクリエイティブな人間になれることを目標にし

た.

①まごころ teaI、ンドジェルの販売促進

私たちは，まごころ teaハンド、ジェノレを，地域限

定商品ではなく，全国展開 し， 次世代に残していけ

るような商品として開発した.そこで，より多くの

方々に使っていただけるように，営業活動に重点を

置いた取り組みを開始した.全国青年会議所のたか

ら市では，全国の実業家の方への PRやビジネスの

交流を図ることができた.他にも東日本復興格闘技

イベン 卜への出場，園芸福祉シンポジウムへの参加，

東京でのキャンペーン等多くの営業活動を行うこ

とができた.また，圏内の営業だけでなく，韓国の

貿易関係の会社へ訪問しての営業やコスメショッ

プを巡ってコスメ王国の現状をも研修することも

できた.
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販売方法についても，ホームページを開設しての

ネット販売，ツイッターやフェイスブック，ブログ

も開設しネット上でも PRを行った.また，販売ア

イテムの量産や改良，ビジネス上必要となるビジネ

スマナー講習会上級編への参加等も行った.

さらには，まごころ teaハンドジェルのクオリ

ティの高さを証明 し， 高いマーケティング効果を目

指すために，モンドセレクションへの出展を考え，

万協製薬の松浦社長に相談し，即答で出展を決めて

いただくこととなった.

モンドセレクションとは，世界各地にある優れた

製品を発掘 ・顕彰することを目的に設立された国際

的な品評機関で，数ある優秀品質品評機関に於いて

は世界で最も歴史のある代表的機構であるそ して

48回目の 2012年度モンドセレクション銀賞を獲得

することができた.詳しいことはわからないが，高

校生が開発した商品がモンドセレクションを受賞

したのは世界初ではないかと思う.

②新たなコスメ商品開発

まごころ teaハンド、ジェノレの取り組みへのストー

リ一性が大手製薬会社である近江兄弟社さんに認

められた.そして，私たちがデザインしたイラス ト

の絵(かきみちゃん)のキャラクターをシリーズ化

し新しいコスメ商品を作ることが決定したのであ

る.商品を開発するのにはディベート(討論)から

ディスカッション(議論)そしてダイアローグ(対

話)につながる話し合いがとても大切である.近江

兄弟社さんは滋賀県にあるため，メールを中心にし

ての打ち合わせを行い，重要な協議事項については

相可高校への来校や，私たちが訪問して開発を進め

モンドセレクション銀賞受賞

かきみちゃん

た.そして，今回企画 ・開発するのがリップクリー

ムと夏の農作業の必需品である日焼け止めである.

まごころ teaハンド、ジェル同様に用器，デザイン，

ネーミング等の企画を行なった.中身についてはみ

んなが幸せになれ，多気町・三重県から発信し，農

業を通した商品開発というコンセプトは外すこと

はできない.このことからリップでも，まごころ tea

ハンド、ジェノレ同様伊勢茶，柿の葉，春光柑の成分で

開発した.日焼け止めには牛乳の消費拡大の思いも

込め伊勢茶以外にも牛乳の成分(手L7青，ホエイ)も

入れることにした.

内容の決定後，夏休みや冬休みを利用して試作を

行なった.そして 10月にリップクリーム， 4月には

2種類の日焼け止めを完成させることができた.ま

た，高校生レス トランで有名な食物調理科の友人か

ら手荒れの相談を受けた私たちは，万協製薬と共同

で，料理人も安心して使えるハンドクリームの開発

も行い，多気町が振興する柚子とはちみつを入れた，

ゆず香るまごころハニークリームを完成させるこ

とができたのである.

開発した 5つの地域貢献ブランド
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開発した農作業服

③農作業服の開発

農作業着というと，地味なイメージが強くある.

私たちは，農業のイメージを明るく，そして多くの

方々に輿味を持ってもらえる切っ掛けになればと

取り組んだ.そこで，多気町内の老舗呉服メーカー

「すかやjさんとの協働で新しい農作業服の開発が

はじまった.

この開発でも何度かの打合せ，会議を行い，相可

高校が全国に発信できるような農作業服の開発を

目指した.機能性やデザインについては担当者のア

ドバイスや相可高校生への調査により，試作を行

なった.そして240名に対するアンケー トを実施し，

プロのモデルやデザイナーの意見や，アンケート結

果を基に改良を行った.

私たちが開発した農作業服はユニセックス使用

なので，男女差なく格好良く着られ，土やゴミが入

らないオー/レインワンを採用した.ポケットは，す

ぐ情報が入手できる ようにスマートホン，開発した

商品が入れられるように少し大きめのボタンを付

けた.後ろには WELL-BEINGのロゴを入れる等デ

ザイン性も重視した.特に重視したのが，裏地であ

る.ピンクのドット柄である裏地は三重県の伝統

工芸伊勢木綿からできており，三重県らしい農作業

服を完成させることができた.

これらの活動の成果としては，新商品の開発によ

り5種類のオリジナノレ地域ブ、ランドを完成させるこ

とができ，全国販売だけでなく韓国，台湾での販売

による海外進出，モンドセレクション銀賞受賞によ

り私たちの商品が世界に認められた.また，三重県

知事より「地域思いビジネス大賞jの受賞，地域農

産物の消費拡大，そして何よりもやりたいと思った

ことが形になった事と，多くの方々から笑顔をいた

だいたのが最大の成果だと考える.また，クリエイ

ティブな人聞を目指したいと考えていた私たちは，

f人から言われた事を忠実にこなすのではなく，自

分の頭で考えて行動できる人間になるJという考え

方にそった取り組みをすることができ，社会に旅立

つ前の私たちにとって大きな経験となったのであ

る.

反面，ビジネスは決断力，スピード性が大切であ

る.しかし早く対応ができなつかたり，すぐ実行す

る事ができない場面が多くあった.でも，問題点を

知ることができたことは今後，NPO法人の運営や将

来就職をしたときとても大切であり勉強できたこ

とに感謝している.

これらの今までの取り組みの成果や課題は，あく

まで通過点だと私たちは考えている.大切なのは最

終目標である「地域づくり J，rみんなで幸せになろ

うJである.これからも NPO法人植える美 mgが

地域で必要とされるよういろんなことにチャレン

ジしていきたいと考えている.
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