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"Kyu Yame Gun-Yakusho" in Yame Fukushima Preservation District is a large-scale wooden building built in the Meiji 

period. 

The project to place the fields under crop we focus on has been carried out in the outside space of the building for about 

two years. The purpose of the project is to develop "Kyu Yame Gun-Yakusho" into a park-like place of the traditional 

Yame town. 

In this paper, we report the process of the project and consider the effects of the project. As a result, we found out that 

the project is an effective by the point that one's encounter and exchange with somebody are suggested.  
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1.はじめに  

1-1. 目的 

 「旧八女郡役所（以下、郡役所）/（写真1）」は、福岡県八女福

島地区に位置する、明治期に建設された大規模な木造建物である。

第 2章で述べるが、この建物は「NPO法人八女空き家再生スイッ

チ（以下、NPOスイッチ）」が主体となり、行政がNPOスイッチを

支援する形で再生の取り組みが進められているものである。 

これまでに筆者らは、第1報で、重要伝統的建造物群保存地区

の選定を受けた八女福島地区において、伝統的重要建造物群保存

地区保存事業を活用せず、大規模な木造建物の改修を行った郡役

所の改修過程に焦点を当て、郡役所開設までの取り組みを報告し

た。第2報では郡役所開設後から2018年6月までの利用状況に

ついて報告した。第3報となる本報では、郡役所の外部空間で行

っている「みんなの庭づくりプロジェクト」開始からの2年間の

取り組みについて報告し、この効果について検討する。なお、筆

者（内野）は「みんなの庭プロジェクト」に取り組む「園芸部」

が行うイベントを企画する立場にあるとともに、園芸経験は無か

った。 

1-2. 調査方法 

 調査は以下の通り行った。みんなの庭づくりプロジェクトの取

り組み経過は、筆者による記録と参与観察によって把握した。み

んなの庭づくりプロジェクトの効果については、NPOスイッチ理

事長とフリースペース兼カフェ（以下、フリースペース）で「え

ほん屋」を営業する、カフェ店主（NPOスイッチ事務局長）に対

し、2019年11月に「みんなの庭」に設けた畑の必要性について

のヒアリング調査を実施した。この2人は、みんなの庭にある畑

を日常的に管理（水やり、草とりなど）している。なお、園芸部

が行うイベントを企画する立場にあるカフェ店主には、2018 年

8月と2019年8月にもフリースペースの営業と畑の関わりについ

て、畑を始めたことでの近所の人たちとの関係性の変化について

ヒアリング調査を行った。 

 

2.旧八女郡役所について 

写真1 郡役所外観（南西から） 

図1 郡役所の構成 
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郡役所は、1913 年まで八女郡の役所として使われていたが、

1996年以降の使い手はおらず、建物は老朽化していた。郡役所で

はこうした状況の中、NPO スイッチが試行錯誤しながら建物改修

を進め、郡役所開設に向けた取り組みを進めた。現在は、土地を

八女市が所有し、建物をNPOスイッチが管理している。なお、土

地は NPO スイッチが「行政財産使用許可」のもと使用している。

ここで、建物の改修を自ら行い、地域のために活用しようとする

NPO スイッチの行動や姿勢が、八女市による土地の受け入れとい

う結果に結びついたようである。これについての詳細は、文献1）

に示す。 

開設後は、「まちの公園のような場所へ」をコンセプトとし、「大

きなホール（図1、中央）」「酒屋（図1、南側）」「フリースペース

（図1、西側）」「ショールーム兼事務所（図1、東側）」ならびに

「みんなの庭（図1、西側から北側）」の5つのエリアにおいて（図

1）、積極的な利用が図られている詳細は文献 2）に示す。開設後

の郡役所では、園芸部の他に「本の会」や「映画の会」などの趣

味サークルが3つ活動をしている。これら3つの活動は、定期的

に会合が重ねられている。しかし、当該分野に詳しくはない筆者

（内野）から見ると、これらの活動に参加するのは、少し敷居が

高いように感じられる。 

 

3. みんなの庭づくりプロジェクトについて 

3-1. 園芸部について 

 園芸部とは、郡役所開設後のコンセプトを実現するために活動

を行う 1つのグループとして、NPOスイッチが立ち上げた。ここ

では、みんなの庭プロジェクトでの園芸部の取り組みについて述

べるが、その前提として、みんなの庭づくりプロジェクトの準備

の取り組みについてもまとめる。メンバーは、後述する準備の活

動に集まった一部メンバーに加え、主にカフェ店主が園芸に興味

を持ってくれそうな人に声をかけ集まった有志によって構成さ

れる。なお、イベント参加者は各イベントによって異なる。 

3-2.みんなの庭づくりプロジェクトの取り組み経過 

① 準備の取り組み 

準備の活動としては、郡役所の外部空間を整備するにあたり、

基本構想をまとめるための話し合いを行った。話し合いは、2017

年 8月より同年末までに計 5回行われ、NPOスイッチは庭の使い

手を増やしたいという意図を持ち、理事長が身近な人に参加を呼

びかけた。話し合い当初は、実現の可能性は問わず、多様な使い

方の提案が出された。例えば、「出張動物園を呼びたい」「砂場を

つくりたい」という意見などが活発に出された。この中で、その

後につながる「畑をつくり収穫祭をしたい」という意見も出され

た。この時、畑をつくれば、継続的な活動が行いやすいことや、

イベントの幅が広がることに関しても、参加者の間で共感が得ら

れていた。この一連の話し合いでの成果は、八女市が地域の課題

とする駐車場整備の必要性にも対応しながら、建物と調和し住民

に親しまれる空間にする方針で計画の具体化を図るという点で

合意をつくれたことである。一方、筆者はやりたいと思っていた

ができなかったこととして、実際に空間を使う体験を重ねながら

話し合いを進めることができなかった。 

② プロジェクトでの取り組み 

図2には、イベントでの活動内容などに加え、畑をきっかけに

して起こった近所の人などとのやりとりをまとめている。表1に

は、筆者が郡役所の畑での作業内容や作業を通じた気づきや感想

をまとめている。 

郡役所では、2018年1月から3月中旬まで、外構工事が行われ

た。工事後は、庭を使いこなそうと、園芸部の活動が開始された。

そして、2018年 5月からみんなの庭づくりプロジェクトとして、

「たねまき・なえうえの会」や「収穫祭」が行われるようになり、

2019年 11月末までに、計 9回のイベントが行われた。園芸部が

行うイベントの企画は、カフェ店主と筆者（内野）が行っている。 

園芸部の活動方針は、1 年目においては畑をとりあえず使うと

いうことであった。そのため、さつまいものような、手間があま

りかからず、比較的育てやすいものを植えることとした。これに

は、郡役所の畑が、土の深さが浅く、土も小石や瓦の破片が多く

混ざっていたため、畑の状態が良いとは言えなかったことも関係

している。これに加え、園芸部の活動参加者が植えたいと思い、

園芸部の活動日に持ってきたものも植えた。2年目では、1年目と

同様、比較的育てやすいものに加え、昨年植えたものの中で上手

く育ったものを植えた。また、花や野菜の種と苗を提供してくれ

る人が出てきたため、それらも植えた。 

園芸部のイベントは不定期開催である。これは、畑への植え付

けや収穫のサイクルにあわせて活動を行っているためである。活

動1年目は、イベントを企画してから、実施までに約１ヶ月の期

間をあけていた。2 年目は、作業手順も分かるようになり、イベ

ント中の会話の中で植えたいと言ったものや植えるものが把握

できていたこともあり、2 週間程前に企画し、実施するようにな

った。なお、イベントの告知方法については、継続的にイベント

に参加する人に対し、カフェ店主が直接連絡をとっている。 

イベントでは、作業後にフリースペースを利用し、「一服タイム」

が行われている。その日収穫できたものを、カフェ店主が調理し、

活動参加者に提供している。これは、活動への労をねぎらうこと

に加え、参加者同士の交流を目的に行っている。この一服タイム

では、必ず、次はどういうものを植えたいかや、どういうことを

したいかということが話題にあがる。2 年目になると、園芸部員

の畑づくりの技術も向上し、畑の状態も良くなっているため、収

穫にも恵まれ、できることも増えてきている。このような状況に

なり、開催することのできたイベントもある。それが、2019年6

月16日に行った、「収穫祭＆台所部」のイベントである。じゃが

いもが収穫できるため、NPO スイッチ理事長の提案で、郷土料理

である「いもまんじゅう」をつくることとなった。そこで、新た

に「台所部」という活動もでき、園芸部活動参加者から、今後も

台所部を続けたいという声が聞かれた。 

図2に示したが、園芸部活動参加者がイベント日以外にも、少

しではあるが郡役所を訪れることがある。活動が 2 年目になり、

その回数は増えている。これに加え、フリースペースで行われる

イベントにも、園芸部活動参加者が参加している。 

活動が1年目の際には、郡役所に訪れた人と郡役所の近所の人

に対し、イベントのチラシを配布し、告知をしていた。2年目に 
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 図2 園芸部の取り組み経過 
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年月日 郡役所を訪れた目的 畑での作業内容 作業での気づき・感想

2018/5/6
■たねまき・なえうえの会（オリーブの植替
え,さつまいも植え付け）

参加者にやり方を教えてもらいながらオリーブの
植替えとさつまいも植えの作業を行う。

・【自分】 園芸経験が少ないため、作業手順や作業内容が分からなかった。
・【自分】さつまいもは環境が悪くても育つと思い込み、特に工夫（畝なし）することなく植えた（10/28に収穫）。

2018/5/13
■たねまき・なえうえの会（土づくり,かぼ
ちゃ等植え付け）

とりあえず私が出来そうなこととして、土の中か
ら石を取り除く作業を行う。

・【自分】道具（鍬など）の使い方が分からず、作業手順も分からず、指示待ちの状態になった。
・【畑】土の中に石が多すぎて、この畑の土は大丈夫かなと心配になった。
・【園芸部】作業後の「一服タイム」では、カフェメニューとしてフリースペースで提供を始めた「ひよこ豆カレー」を
食べて、自己紹介行った。参加者同士が顔見知り以上の関係になれたような気がした。

2018/7/8
■郡役所の近所の人に「カレーの会」招待状
配布

・【交流】近所の人に「カレーの会」の案内をしたところ参加に消極的な印象だった。しかし、畑をしていることは知っ
ていて、「何植えてるの」等と話をしてくれた。

2018/7/15
■収穫祭＆カレーの会（草とり,シソ等収
穫）

カレーづくりと、参加者の方へのお茶を準備する
作業を行う。

・【自分】たくさんの人が参加するイベントを運営したことが無かったため、「カレーの会」の進行で困惑した。
・【交流】配布したチラシを見て参加してくれた近所の人とさほど話ができず、園芸部の活動に来てくれるのはこれっき
りかなと思った。

2018/10/7
■畑の状況を確認
■NPOスイッチ理事長とカフェ店主に挨拶

・【畑】約2ヶ月ぶりに郡役所を訪れたがコスモスが綺麗に咲いていて季節を感じられるなと思った。一方で、思いのほか
雑草で生い茂っていて驚いた。

2018/10/12 ■建築学会のイベント設営 ・【畑】カフェ店主より朝顔やふうせんかずらを片付けたいという話を聞く。

2018/10/13 ■建築学会のイベント
・【交流】イベント参加者でしばしば郡役所を訪れる地元の人より「畑はどんな調子ね」や、「畝をしっかりつくらんと
いかんよ」などというアドバイスをもらった。

2018/10/21 ■園芸部活動で使用する軍手洗濯

・【交流】軍手を外で洗っていると通りがかった酒屋のお客さんが挨拶をしてくれたり、「何してるの」等の声をかけて
くれた。声をかけてくれたのは2人であったが、郡役所の中にいるよりも外にいる方が、たくさんの人と関わることができ
ると思った。
・【交流】畑は外で活動を行うため、通りがかる人とも気楽に会話を楽しむことが出来た。

2018/10/28
■ハロウィン収穫祭（さつまいも等収穫,ふ
うせんかずら等片付け）

さつまいもを参加者に教えてもらいながら掘る。
落花生が収穫できる状況にあるかを参加者全員と
確認し、収穫の仕方や収穫時に気を付けることを
教えてもらいながら、一部分を収穫する。

・【自分】落花生が土の中で成長することや、一度にたくさん収穫できることに驚いた。
・【自分】5月に畝をつくらずに植えたさつまいもの収穫を行ったところ、収穫量が少なかった。畝をつくれば良かったと
思った。
・【畑】落花生を植えたところは、土が質が良くなっていた。植物の力のすごさを実感した。

2018/11/10
■土壁塗りWS
■干し柿づくり

10/28に残っていた落花生の収穫をWS参加者1人と
行う。

・【交流】土壁塗りWS参加者の1人との会話の中で「畑はどんな様子か」等と聞かれた。この人は郡役所にはしばしば訪れ
るものの園芸部の活動には参加していなかった。そのような人が園芸部の活動を気にかけてくれていて嬉しかった。

2018/12/24 ■まちづくりグループの餅つき大会
・【交流】餅つきの参加者に畑で活動していることを話したところ畑が稼働していることを多くの人が知っていたので嬉
しかった。

2018/12/30 ■友人との待ち合わせ 土の中の石を取り除く作業を行う。 ・【畑】土の中の石が中々減らないので、畑として今後大丈夫かと心配になった。

2019/3/15
■郡役所敷地内の通行量調査
■園芸部年度計画についての話し合い

・【交流】フリースペースで畑の前を通る人を数えた。結果、１０人が通り期待以上に多かった。
・【その他】この日（金曜日）はフリースペースに8時間いたが、フリースペースのお客さんは1人で少ないと思った。

2019/3/16
■郡役所敷地内の通行量調査
■近所の人へ園芸部活動のチラシ配布

・【交流】フリースペースで畑の前を通る人を数えた。結果、23人が通り、昨日と比較しても期待以上に通行量が多く、
驚いた。
・【交流】近所の人が畑にさして使う手づくりの鳥の風車を持ってきてくれ、嬉しかった。
・【交流】カフェ店主がカフェの客と畑の話をしていた。畑も話題の1つになっていることを知り嬉しかった。
・【園芸部】園芸部イベントのチラシを近所の人に配りに行った際、コスモスや朝顔、ふうせんかずらの種も一緒に持っ
て行った。種は喜んでくれる人が多くて嬉しかったが、郡役所の活動にはさほど関心がないと言う声も聞かれた。
・【その他】この日（土曜日）は、フリースペースの客が多かった。

2019/3/17
■たねまき・なえうえの会（土・畝づくり,
じゃがいも植え付け）

畝をつくる際の畝の幅のガイドとなる線を引く。
鍬を使って、土を耕す。草とり作業を行う。

・【園芸部】畝ができ、畑らしくなった。2年目に入り園芸部の畑作業も上達していることを実感し、嬉しくなった。2年
目も当たり前のように活動が始まり、園芸部がこれからも無理なく続いていきそうな気がして嬉しかった。
・【園芸部】じゃがいもの種芋を子どもたちが植えてくれた、このような風景は園芸部らしくていいなと思った。
・【交流】カフェ店主を通じて郡役所でとれた種を住民グループに渡した。住民グループの人が種を喜んでくれた話を聞
き、嬉しかった。

2019/3/24
■筆者が取り組む他の調査への地元の協力者
（以下、協力者）がプレゼントしてくれた
（3/22）クリスマスローズの確認

・【交流】協力者が畑のことを気にかけ、クリスマスローズを植えていったことが嬉しかった。このことに関し、カフェ
店主も「いろんな種類が増えるね」と、嬉しそうに話していたので、更に嬉しくなった。

2019/4/6
■郡役所新聞編集会議。
■筆者の他の調査への協力者にもらった花を
植え付け

どこにどう植えていいのか分からず、NPOスイッ
チ理事長に教えてもらいながら植える。

・【自分】協力者よりもらった花を植えに来た。NPOスイッチ理事長に「好きに植えていいよ」と言われたが、どれぐらい
の深さに植えるのか等が分からず、結果としてにNPOスイッチ理事長に手伝ってもらうことになった。

2019/4/21
■郡役所新聞編集会議
■畑の水やり

畑への水やりを行う。 ・【畑】協力者が持って来たクリスマスローズが根付いていたため、安心した。

2019/5/4
■ホールでのアートイベント
■園芸部の活動内容についての確認

・【園芸部】園芸部の活動に参加する子どもと一緒に遊んだ。このことから園芸部の活動に参加することを通じて子ども
たちと親しくなれたことが嬉しかった。
・【その他】ホールでのイベントに遊びに来た子どもが畑で遊んでいるのを見て、畑が郡役所に来た子どもたちの遊び場
にもなる可能性があることに気付いた。

2019/5/10 ■NPOのスイッチ総会 ・【畑】3/17に植えたじゃがいもが生育し、花が咲いていた。じゃがいもの花を初めて見ることができた。

2019/5/11
■たねまき・なえうえの会（土・畝づくり,
トウモロコシ等植え付け）

畝をつくる際の畝の幅のガイドとなる線を引く。
草とり作業を行う。

・【園芸部】筆者の研究室の友人が活動に参加してくれた。いつもとは違う参加者で活動を行ったことが新鮮に感じられ
て嬉しかった。

2019/6/16 ■収穫祭&台所部（じゃがいもの収穫）
じゃがいもの収穫と草とり。いもまんじゅうづく
りで、じゃがいもの皮むきと小麦粉をこねる作業
と、ゆでる作業を行った。

・【園芸部】参加者が収穫し、収穫したものを使い料理をすることは収穫することに加え、料理をする楽しさも加わり、
参加者が園芸部の活動から得られるもの幅が広がったと思い、嬉しかった。また、いつもより参加者同士の交流も活発に
なっているように見えた。
・【園芸部】参加した子どもたちが主体的に楽しく料理をしていて、参加した子どもたちにとっても、郡役所での思い出
を重ねることができ、畑を通じて郡役所をより身近に感じてもらえるきっかけになれば嬉しいと思った。

2019/6/29 ■協力者よりもらった花を植え付け
カフェ店主に植えられる場所を聞き、1人で植え
る。

【畑】花を植えられるスペースがあまり無く驚く。気づかぬうちに畑がうまるほどのたくさんの花や野菜を植えていた。

2019/8/9
■収穫祭&ビールの会（トウモロコシ等収
穫）

小麦粉でうどんづくりを行う。子どもたちとで花
火とかを買いに行く。

・【園芸部】夕方から夜にかけての集まりは初めてだったため、新鮮であった。
・【園芸部】6/16の台所部について、参加者全員が楽しかったと感じていて、次はぬか漬けをつくりたいと聞いたとき、
参加者が活動の幅を広げながら活動を続けることに積極的であるように感じ嬉しかった。

2019/8/12
■カフェ店主へのヒアリング
■待ち合わせ（午後）

・【交流】昼過ぎに、園芸部の活動にこれまで5回参加している人と話していると、フリースペースの客に「草がすごい
ね。夏は生い茂るもんね」と声をかけられ嬉しかった。

2019/8/18

■フリースペースでの子ども向けイベントの
打ち合わせ
■筆者の他の調査への協力者よりもらった野
菜を植え付け

カフェ店主に植えられる場所を聞き、1人で植え
る。

【畑】前筆の協力者よりもらった野菜を植えに来る。植えている時に猫のふんを踏んでしまい悲しかった。カフェ店主よ
り畑がしばしば近所の猫のトイレになっていることを聞き、畑の土が猫のふんのおかげでより良くなると思うと、複雑な
気持ちになる。

2019/8/19 ■フリースペースでの子ども向けイベント
・【園芸部】フリースペースでのイベントに園芸部の活動に参加する子ども2人が来た。園芸部のつながりが郡役所での他
の活動ともつながることが出来ると思った。

2019/9/1 ■協力者よりもらった花を植え付け
カフェ店主に植えられる場所を聞き、1人で植え
る。

・【交流】カフェ店主が、数日前に近所の人から、朝顔やふうせんかずらでつくっている「緑のカーテン」をもうとらな
いといけないと言われたことを聞き、畑の変化を見ている人が確認できた。カフェ店主に声をかける人がいることは、園
芸部が、畑を完璧に運営していこうという意識がなく、「とりあえず、やっみよう」という活動方針が影響していると
思った。完璧に畑を運営していたら、発生しなかった会話だったと思う。

2019/9/10 ■フリースペースでのイベント ・【畑】コスモスが予想以上に大きくなりすぎていたため、対策をたてなければならないと思った。

2019/9/23
■コスモスの手入れ
■シソの実収穫

カフェ店主にシソの実の収穫の仕方を教えてもら
い、収穫をする。コスモスが通路に横たわってい
たため、歩行の邪魔にならないよう紐でコスモス
をくくり、横たわるのを防いだ。

・【畑】コスモスが横たわり、畑から飛び出していた。ここを通る人たちはこのコスモスを避けて通っているという話を
カフェ店主から聞いた。畑の管理も適宜行う必要があると確認した。
・【交流】3組の観光客が「シソの実？」と声をかけたことや、近所の人も外で芝生はり作業をしていたため、挨拶を交わ
した。これらのことより、外で畑作業をしていると様々な人に声をかけてもらえると改めて実感した。

2019/10/27
■郡役所新聞編集会議
■収穫日程についての確認を行い、次回の園
芸部の活動を企画

・【畑】さつまいもが収穫できるかどうかを確認するため、カフェ店主と一部分掘ってみたところ、収穫できそうであっ
たことより収穫祭を企画するが、掘って出てきたさつまいもが去年と大きさが同じであった。さつまいもの生育に畝は関
係ないのではないかと思った。

2019/11/4
■たねまき・なえうえの会&収穫祭（さつま
いも等収穫,小松菜等植え付け。ふうせんか
ずら等片付け）

コスモスの片付け。さつまいも、落花生の収穫。

・【自分】さつまいもは去年よりも、たくさん収穫できた。たくさん収穫できると嬉しかった。また、さつまいもと落花
生の収穫は2回目であったため、収穫する際の作業手順も分かり、スムーズに作業できて嬉しかった。
・【交流】フリースペースの客と作業中に話すことができたことに加え、別の客には作業を手伝ってもらうことができ
た。これらより畑作業をしていると気軽に人と話せることや思い出を共有しやすくていいなと思った。今回のことのよう
に作業中に、様々な人と交流ができ、園芸部の存在を知ってもらえればいいな思った。
・【畑】今回のさつまいもの収穫量からやはり、畝はあった方が良かった。

2019/11/17
■フリースペースでのイベント
■NPOスイッチ理事長へのヒアリング

・【園芸部】園芸部の活動に参加する4人がフリースペースでのイベントに参加した。園芸部の活動がフリースペースでの
活動の参加にもつながっているように感じられた。
・【交流】カフェ店主がフリースペースのイベントに来た人をカフェ店主が園芸部に誘い、その人と話をすることができ
た。
・【その他】園芸部の活動に参加したいという人の子どもたちが畑で遊んでいる姿を見て、畑が子どもの遊び場にもなれ
る可能性があることを改めて実感した。

表1 筆者による畑での作業内容と作業時の気づき・感想（1） 

- 257 -



公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.18, 2019 年 11 月 
Reports of the City Planning Institute of Japan, No.18, November, 2019 

 

 

 

なり、チラシの配布が行われなくなったのは、企画から実施に至

るまでの期間の短さが関係している。 

畑を日常的に管理しているカフェ店主は、畑の作業を通して、

郡役所の近所の人と接する機会が増えたと感じている。例えば、

畑を始める前までは、カフェ店主から挨拶を交わすだけであった

近所の人からは、畑を始めたばかりの時、さつまいもの植え方の

アドバイスをもらった。また、不要になった農作業の道具を譲っ

てくれることもあった（図2）。 

4.みんなの庭づくりプロジェクトがもたらした影響 

 みんなの庭プロジェクトを始めたことは、園芸部という郡役所

と関わりをもつサークル活動をつくりだすことができ、それが、

活動参加者の前向きな気持ちに支えられているため、活動の持続

性が期待できるという点で、その成果が認められる。また、この

活動の特徴として、前述したように郡役所で活動する他のサーク

ル活動と比較すると、2つのことがあげられる。まず 1つ目とし

て、他の活動よりオープンな性格の活動であり、誰でも参加しや

すく、近所の人との接点も活動を通じてもつことができる点であ

る。例えば表1に示したが、筆者が畑で作業中に「草がすごいね」

や「シソの実？」と畑のことや作業内容のことに対し、声をかけ

られ会話をすることが複数回あった。また、カフェ店主にも聞い

たところ、畑のことについて、近所の人と話す機会がつくられて

いた（図2）。しかし、近所の人の活動への参加を得られるまでの

活動にはなっていない（表1の2019/3/16他）。2つ目は、園芸に

関する知識や経験が少なくても、楽しめる活動になっているとい

うことである。表1に示すように筆者は、活動が始まった当初は

作業に全くついていくことができなかった。例えば、作業手順も

全く分からなかったうえ、他の人の指示を仰いでも、農作業用の

道具も上手に使いこなせなかった。しかし、2 年目になると、作

業手順も分かり、農作業用の道具も使え、１人で野菜や花を植え

られるほどになった。園芸経験の無かった筆者でさえ、活動には

楽しく気軽に参加でき、園芸技術も上達することができた。今振

り返ると、活動参加者が、下手な筆者を受け入れてくれたうえで

活動ができたことや、活動参加者と交流をすること、畑に植えた

作物が育っているのを見るのが楽しかったのだろうと感じられ

る。 

 

5.まとめ  

本報は、旧八女郡役所で行われているのみんなの庭づくりプロ

ジェクト開始からの2年間の取り組みをまとめた。その効果とし

ては、園芸部という郡役所と関わりをもつサークル活動をつくり

だすことができた。これに加え、誰でも参加しやすく、近所の人

との接点も活動を通じてもつことができた。これらの効果は郡役

所の「まちの公園のような場所へ」というコンセプトと照らし合

わせると、郡役所の畑が地域の様々な人と日常的に関わる場所に

までは、もう少し時間がかかるであろう。現時点では、園芸部の

活動参加者が日常的に出入りする場所にもなっていない。しかし、

今回の調査結果から、園芸部の活動参加者同士の交流や園芸部と

通りがかりの人との交流をうみだすきっかけはつくれていると

考える。このような状況を生み出せているのは、園芸というフィ

ールドが建物内でなく接点をもちやすい外部での活動であるこ

とに加え、園芸という活動が人々に広く受け入れられているとい

う性質や活動の気軽さが有意に働いたと考える。 

筆者の経験に基づくと、園芸部での活動が住民同士のつながり

の場になっていることや、園芸部の活動でフリースペースと一体

的に使うことにより、フリースペースでの他のイベントに参加す

るきっかけになっていること、園芸部から新しい活動がうまれる

ことで新たな効果がみられるなどの可能性がある。これらの点に

ついては今後調査が必要である。                              
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補注 

(1) 表1に示す日程以外にも、筆者は、2018年6月17日、8月5

日、8月16日、10月25日、2019年1月13日、2月10日、7

月20日、10月20日、11月6日にも郡役所を訪れている。 
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