
この事業にご関心をお寄せくださいますでしょうか？お持ちの
場を貸せるとしたらどんな条件でしょうか？場を使いたくなる
ときはどんな条件でしょうか？どんなビジョンをお持ちでしょ

うか？どんなご期待があるでしょうか？みんなで楽しみ合
う、この街の其処此処がその舞台になる。そん
な想いで街の方々に取材しました。



1インタビュー：萩原英幸さん（萩原農園） ／



2インタビュー：萩原英幸さん（萩原農園） ／



3インタビュー：萩原英幸さん（萩原農園） ／

都市農業の意義を
小金井市で農業を進めるうちらとしては、畑に入りずらい雰囲気を減らしていきたいし、地域の防災拠点
としての緑地の機能もより多くの人に知ってもらいたいと考えているんです。やっぱり、砂の問題や肥料
のにおいの問題など、地域の方々の理解をいただかないと住宅地での農業はやっていけないんですよね。
今回、子供向けワークショップを進めている地元の「とをが」さんと連携して、子供たちを畑をフィール
ドにするワークショップをやったんですけど、幅広い意味での食育としての取り組みは関心がとてもあり
ます。

情報も循環する機会に
地域の学校給食での地元野菜の使用率を上げていったり、農地が子供達の学習の場になったり、例えば、
福祉作業所の方の働く場に農地がなったりしても良いですよね。そもそも、いま地元野菜の需要が多いん
です。地域のスーパーに下ろすと、午前中にはすぐ売り切れちゃうんです。一方で、耕作地や人手が足り
てなくて、生産が追いついていないんです。それってもったいないですよね。今回の事業が、そういう地
域の課題も可能性も周知される機会になったらいいですよね。そうすると、新しい動きが生まれていきそ
うです。イベントやお祭りのように、活気があることが好きなので、農地のこんな使い方があるんだ、と
いう突拍子もないアイディアも歓迎です。３月や９月は、ビニールハウスを一時期かたずけるので、なに
かユニークな形で使えると面白いかもしれません。

誰もが、、、というわけでもないけれど
代々守っていっている農地なので、特に上の世代の方々は畑に外部の人が入ることに警戒心はもちろんあ
ると思います。でも、わたしたち世代は、そういう新しいアイディアを楽しんでいけると思います。とは
いえ、誰もが自由に、、、というわけではないので、一定のルールや仕組みも大切ですよね。そこは今回
の事業に期待したいところです。

街に農のノウハウを広げる
都市農業の中には、植木もあれば花もあるんです。例えば、そういった農家と連携して、公園を舞台に花
の植え付けなどをワークショップのようにしてもいいですよね。場所を使う、ということだけでなく、農
家のノウハウを地域でいろんな使い方をしていける可能性があると思います。



4インタビュー：横須賀雪枝さん（はけのおいしい朝市／こごうちぶんこ／ヨシタ⼿⼯業デザイン室） ／
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6インタビュー：横須賀雪枝さん（はけのおいしい朝市／こごうちぶんこ／ヨシタ⼿⼯業デザイン室） ／

地域で活動をしていくということは、信頼の積み重ね
組合員である「はけのおいしい朝市」は、市内の店舗、公園とさまざまな場所を会場とさせていただきながら
続けています。年に一度、秋に会場とさせていただいている小金井神社は、何世代と小金井で暮らしている組
合員がいることで利用させてもらえていて、なかなか誰にでもとはならないんですね。小金井神社で開催させ
てもらい、５年目くらいの時かな、「はけいち」開催日がたまたま大安でね、七五三のお参りと重なったんで
す。「はけいち」に来る方にも事故なく楽しんでいただけるように、お参りに来る方にも失礼がないように、
駐車場案内やお参りの方の撮影などできる限りのお手伝いをさせてもらって、どうにか無事に、その日を終え
たっていう時に、神社の奥様が御礼を言いに来てくださったんです。その時「ああ、これなんだ」って、信頼
をつくるっていうのは、こういった努力の積み重ねでしかないなあって思いました。

全てのことは繋がっている
この「はけいち」で得た信頼というのは、また別のことにも波及していくんです。読み聞かせや工作をする、
こどもたちのための私設図書館「こごうちぶんこ」という活動もしているんですけれど、その場所を貸してく
れているのは町内会長さんなんですね。町内会長さんは谷口邸を残すために尽力されて、保全に至ったキー
パーソンであったり、街のために長年勤められているすごい方なんです。もちろん、「こごうちぶんこ」はい
ろんなメンバーで活動しているので、わたし一人だけのことではないというのは前提に、その方が「こごうち
ぶんこ」の場所を貸してくださってり、なにか困った時に協力してくださる。その信頼は、小金井神社の信頼
を得て、たくさんの来場者が来てくださる「はけいち」の管理・運営をしているメンバーの一人であることも
とても大きい要素だと感じた瞬間がありました。だから全てのものは繋がっているって思うんです。それぞれ
があるからひとつひとつの活動ができているって思うんです。この頃では、ぶんこをやりたいという方が見学
に来られたりもしています。どんなふうに場所を見つけて活動することができるかと尋ねられることもあるけ
れど、極端に言えば家賃はいらないと思ってもらうくらいのその関係性がなにより大切なんじゃないかなと思
います。

仕組みにできないところが大切、でもできるところは仕組みに
「はけいち」はこれまで色々なところで開催させていただいて来ましたが、一緒にやって来た担当の方が転勤
や退職で代わってしまう時があって、やはり担当の方が変わるというのは大きなことで、「はけいち」への理
解の深度も変わってちょっと大変に感じるところもありましたね。人と人の関係性があって成り立つものなの
でね、引き継ぎがあるとはいえ、引き継げない部分もありますよね。担当の方が変わったらおしまいという形
にならない工夫をこの事業には期待したいなと思います。でも、一方で、仕組みの大切さを思うところもある
んです。武蔵野公園での開催の時には、数千人の来場者の方が来てくださるようになって、お店を営みながら、
出店しながらの運営の難しさも感じています。期待が大きくなることを喜びながら、ある程度仕組みをつくっ
て運営部分を手伝っていただくことも必要なのかなとメンバーの一人としては思っています。公園や神社など
屋外で実施する際にレンタルしないといけない什器などもあります。それは、「はけいち」に限らず、屋外イ
ベントで必要な什器ってあると思うので、ある程度どんな企画のものでも必要なテントや音響機材、そういっ
た什器を、例えば今回のような「こがねいコモンズ」の共有財産として用意してみんなで使っていけたら、と
ても助かるなあって思います。
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8インタビュー：佐藤海さん（写真、デザイン、ZINE制作） ／
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小さなメディアの持つコミュニケーションの可能性

わたしはZINEを作っています。解釈は色々ありますが、「自主的に、気軽に、小さな規模で」出版する紙も
ののメディアがZINEかなって思います。作り手によって内容は様々なんですけど、とてもパーソナルな部分
を感じるものだなって思います。形としては紙物だけど作り手の一部分というのか、人と距離の近いものだ
なって思っているんです。だから、直売みたいに、作り手がそこにいてZINEを売るべきなんじゃないかって
思うんです。墨田区を題材とした、ZINEを作っているんですが、そのパイロット版を作った時に、オイス
ターバーで見てもらえる機会があったんですね。自分たちがつくったZINEを面白がって、地元の方々が話し
かけてくださったりしました。熱意が通じて、お店に置いてくれるという方もいらしたんです。それがすごく
よかったなあって。そんなふうに、生活や暮らしの中でZINEの販売ができたらいいですね。

街を舞台に作るということ

先ほどお話した墨田区を題材にしたZINE『シューミーンダック』の製本を一緒にやる「製本教室」をやって
いるんです。準備も製本作業も屋外の空間で街中でやったことで、すごくよくて。ご近所の方が話しかけてく
ださって、やっていることを話したら、墨田区の昭和という本を貸してくれたりしてコミュニケーションが生
まれたんです。直接的に興味のある人だけで閉じこもってやるだけではなく、実際にやっている姿を外に見せ
るって大切だなってすごい感じましたね。いろんな予測できない、けど楽しいというハプニングが起こります
からね。製本教室は、参加した方たちに、はじめに一連の作業工程を伝えて、それ以上は必要以上に声をかけ
たりせずに、集まったみんなで協力して作るというスタイルでやったんですが、それがよかったなあと思って
いて。自然に役割分担がされていったんですよ。分からない部分があるから相談したり、会話も生まれるんで
す。製本教室が終わった後に、SNSのアカウント交換もせずみんな帰っていて、満足感や手応えがあったのだ
なと感じて、それもうれしかったですね。フィジカルで一緒に作業することで生まれる深い繋がりがあるとい
うこともとても感じました。

小金井でいろいろやってみたい

今回、小金井の街を自転車で巡って、いろんなインスピレーションがありました。「仲間を集めて街を歩く」
ということを大事にしているんですが、その仲間というは、その時々で違ってよくって、それぞれの興味関心
の方向が違うから面白しいし、それが束になったときもまた面白い。そんなことが小金井でできたらいいなと
思いました。そういう活動を通して、小金井を題材にしたZINEをつくったり、製本教室をしたり、これまで
のわたしの活動の経験を活かしたこともいいですし、何かあたらしい挑戦をしても面白そうだなと感じました。
街をどんな風に面白がれるか、そんな視点なのかもしれません。フェスティバルコートの木が植わっている部
分ごとをブースにして、バーとか珈琲ショップみたいにしてもいいですよね。ZINEに関わらず、いろんなこ
とができそうな気がします。わたしには、表現してみたい何かというのが、やっぱりあるんです。それを創作
を続けていきながら探っている感じがあるんですが、小金井でもそんな探求ができそうな気がしました。

インタビュー：佐藤海さん（写真、デザイン、ZINE制作） ／



11インタビュー：杉⽥聖司さん（ファッションマガジン制作） ／
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人の営みに目を向けるファッション誌
僕は、ファッションマガジン『apartment』をつくっています。いわゆるファッション雑誌としてイメージさ
れるスナップ写真が並ぶものと少し毛色が違うかもしれません。ファッションを切り口に、一人一人の人間の
営みを記録したドキュメンタリーのようでもあるかなと思います。ある期間、とある人物にお願いしたセルフ
ポートレイトとインタビュー、そしてスナップという形で構成しています。個の表れであるファッションとい
う一側面だけではなくて、その人を構成するものである出会った人、履いた靴や着た服、聴いた音楽や食べた
物・聞く音楽・目に写ったもの等の日常もともに掲載して、より深くファッションを提示できたらと考えてい
るんです。

紙媒体とSNSでの構成へ
これまでファッションマガジン『apartment』は、紙媒体のみで展開していましたが、今作っている号よりリ
ニューアルを予定しているんですね。今号より、紙媒体にプラスして、『apartment』のInstagramアカウ
ントも使ってのマガジンとして表現をしようとしています。「FASHION STORY」というタイトルで、彼ら
の日常を見つめるセルフポートレイト部分をInstagramに移行しました。セルフポートレイトを依頼した方た
ちみんなに、Instagramアカウントを共有していて、それぞれにセルフポートレイトと日頃目にしているもの
のスナップをストーリーズにあげてもらうという手法をとっています。よりその瞬間瞬間の日常をリアルタイ
ムに表現できるなあと思って。紙媒体は、スナップを増やして、その彼らの背景部分をSNSで見つめられるよ
う、リンクするようにしています。紙媒体とSNSそれぞれだからできる形を模索して、どちらも使いながら表
現を広げられたらいいなと考えています。

若手作家は場所を探しているから
１０代２０代前半のファッションブランドを営んでいたり、１点ものの服をつくるアーティストの知り合いが
います。僕は小金井北高校出身なので毎日通った場所等もありますが、今回は、彼、彼女たちとなにができる
だろうかという視点で、改めて小金井を巡りました。彼、彼女たちの中にはアトリエを持っていなかったり狭
かったりする人もいて、そして表現をできる場所を探しています。なので、街を舞台に展開できたり、空地と
されるさまざまな場がその表現の場として使うことができることは、とても魅力的です。さまざまな可能性が
あると思いますが、アーティストインレジデンスのような形で、長期的に滞在制作をするのも良さそうですね。
それぞれのシーズンごとにデザイナーが作品を制作して発表する場である「コレクション」というのがありま
す。その「コレクション」の一連の流れを街で完結するというのも面白そうだなと思います。例えば、古着の
リメイクをしているアーティストがいるんですが、彼らが小金井に暮らす方たちからもう着ていない服など素
材を集めるような部分からはじめて、制作をする。時にはその制作を公開したり、一緒になにかつくるような
ワークショップなどをするのもいいかもしれませんね。ある程度出来上がってきた時に、ルックと言われる、
そのブランドを象徴するビジュアルの撮影というのもあります。それは、巡った時に見た畑で撮影するのも面
白そうだなって思いました。そして受注会や即売会をするという流れなのですが、立ち寄らせていただいた
「シャトー小金井」の地下のラウンジ部分はそういった場所として魅力的でしたね。滞在制作やコレクション
をするというのは、彼らにとって認知を広げる、新たな顧客を探すということにもなりますが、ゆっくりと過
ごしながら、街に暮らす人たちと豊かなコミュニケーションをする時間になるといいなって思います。それは、
作り手にも、作品にも、反映されていくと思うので。

インタビュー：杉⽥聖司さん（ファッションマガジン制作） ／



14インタビュー：Vege Houseさん（オンライン⼋百屋） ／
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農園がより身近な場所になるように

僕たち、阪本、佐藤、小嶋の３人は、「Vege House」というオンライン八百屋をしています。オンライン八
百屋ってどういうもの？って思われるかもしれませんね。僕らのInstagramアカウントが、いわば店舗で、み
なさんとの窓口になります。ここで農家さんの採れたて野菜のラインナップを閲覧いただいて、Instagramの
ダイレクトメッセージで注文いただきます。そして、農園で直接お会いして野菜を受け取っていただく。そん
な新しい形の八百屋なんです。配達して届けるのではなく、農園でお渡しするという形態を取っているのは、
「街に農園があることを知ってもらいたい」「もっと身近な場所に感じてもらいたい」と思っているから。先
日は、購入してくださった方に、自分で柚子を収穫してもらったりもしたんですよ。農園に足を運んでいただ
くからこそ、ただの売り買いだけでない価値を提供できるなあって思っています。

採れたて野菜を食べる文化をつくるために

僕らは、今、三人とも２０代前半で、小学生の頃からの幼馴染の小金井育ち。メンバーの一人、阪本の家はこ
の地域で３５０年続く有機農家の阪本農園です。「観光地に海産物を食べに行くみたいに、小金井に新鮮な野
菜を食べに行こう！って思ってもらえるようにしていきたい。」そんな想いから、「Vege House」を始める
ことになりました。阪本農園の野菜は、そもそもめちゃくちゃおいしいんです！！野菜の味が深くて、調味料
をつけなくてこんなに美味しいんだなあって驚きがあります。なにより美味しいと思うのは、やっぱり採れた
てです。だから、採れたて野菜の美味しさに、まずは出会ってもらいたいんです。新鮮な地物野菜を食べるこ
とが、習慣として地域に根付いていくといいなって思っています。それがさらには、地域の文化になっていく
といいですよね。そのために、オンライン八百屋以外にも、取り組もうとしているのが、家庭菜園の支援です。
農園で実際に使っている土の提供や道具の貸し出しをして、やってみたい人がはじめやすくできたら、採れた
て野菜を食べる機会も増やすことができると思っていて、そんなことも少しずつ実現させていきたいですね。

知ってもらうための機会を街中に

僕らのオンライン八百屋の野菜を、いろんな場所で受け取ってもらえたら、もっと採れたて野菜が身近になり
ますよね。受け取り場所が今は１箇所なので、増やしていきたいんです。農地を身近に感じてもらうために、
農園で受け取ってもらうことは大切にしていきながらも、市内のいろんな場所を有効活用できたら、多くの人
に僕らの取り組みを知ってもらえるきっかけにできるかもしれませんね。小金井においしい野菜があることも、
まだまだ知らない方がいるなあというのは、活動をはじめてみて実感しています。実際に食べてもらうまでの
ハードルがあるなあと感じるので、収穫祭のようなものもインパクトがあって良いかもしれませんね。駅前の
道路やフェスティバルコートを活用できたら楽しそうです。例えばですが、阿波踊りの時のように、南口のバ
スロータリーあたりで、トラクターなどの農機具パレードをして、パレードの後にフェスティバルコートに集
まって、プランターで育てられたラディッシュ等の野菜をみんなで収穫。そして、その場で採れたてを七輪で
焼くのか、または、地元の商店街の方に調理していただいて食べるなんてことができたら最高ですね。僕らも、
参加するみなさんも、楽しみながら、野菜のおいしさに触れる機会を作れたらいいなって思います。

インタビュー：Vege Houseさん（オンライン⼋百屋） ／



17インタビュー：益⽥智史さん、⼭極愛郎さん（みんなの安⼼・ささえ愛ネット） ／



18インタビュー：益⽥智史さん、⼭極愛郎さん（みんなの安⼼・ささえ愛ネット） ／
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商店街に実際に求められていたもの
「みんなの安心・ささえ愛ネット」は、およそ月に１回、商業・福祉・保育・行政関係等さまざまな立場のメ
ンバーが、ざっくばらんと意見交換する集いです。そもそもの始まりは、けやき通り商店会でアンケート調査
をしたことにあります。住民の方々が商店会へどのような期待をされているか、約４００人の方に答えても
らったことがあるんですね。いろんな回答がありましたが、「お年寄りの見守りをしてほしい」「子育てを応
援してほしい」「気軽に集まれる居場所づくりをしてほしい」ということが求められていたんです。そういっ
た地元の方々の気持ちにちゃんと応えていきたい、でも、商業が集まる商店街だけだとなかなか難しい。そも
そも、商業振興のための商店会がなぜ福祉に関わることをするのかという声があるのも事実です。けれども、
お年寄りが施設に閉じこもるだけでなく出来るだけ街の中で生活や暮らしを送ることはできないか、地域のみ
んなで子育てできる環境をつくれないか、といったような感じで、福祉や保育の分野にも、同じような課題感
を共有できる仲間が集まっていきました。

生かされていることを感じるつながり
この活動をはじめてみて、これまで接点のなかった方々とのゆるい付き合いができたことで、道を歩いたら挨
拶する人が増えたり、困りごとを相談してくれる人が来てくれたりするようになったり。自分も街の一員にな
れて、支えてもらっているなという感覚が増しています。そもそも、本来の社会福祉は、人それぞれの暮らし
が生き生きとすることですよね。誰かの役に立っているという実感から、日々の暮らしの張り合いが出ますし、
新しい挑戦への意欲も生まれてくると思います。結局、人って、生かされているんですよね。福祉の立場から
だと、このような活動を進めていくことで生まれる豊かな街のコミュニケーションが、本当の福祉のあるべき
姿なんじゃないかなと思います。商業の観点からも、そんなコミュニケーションが生まれるところでやっぱり
お買い物をしたくなったりもすると思うんです。

原点を大切にしたまま、いかに継続していくか
この取り組みは、いろんな方々がいろんな想いを持って進めているものです。商店会の立場からだと、極端な
ことを言えば、今回の事業のような他所の空地を賑やかにするとうよりも、この商店街のことだけを考えてい
るんです。視察に来て頂いたり、わたしたちの取り組みを広めようといった話を頂いたりもするんですが、そ
もそものそのような出発点は忘れたくない原点なんですね。アンケートで頂いた声にちゃんと応えていきたい。
そんな気持ちを大切にしながら、いかに活動を続けていくか、それを考えていきたいですよね。地域でよく
やっている「火の用心」とかね、あれ、子供たちもやってみたいはずですよね。地域のよくある活動も、
ちょっとした工夫でいろんな人が参加できるようになったりするかもしれませんよね。わたしたちの取り組み
のように、異なった立場でも、突き詰めていくと、同じような課題感やビジョンに至ったりすることがよくあ
ると思うんです。そんな時は、立場や職種を超えて話し合えたり、何かを実現できたりしますよね。そんな集
まりをこれからも大切にしていきながら、少しずつでもこの地域で前向きな機運をつくっていけたらと考えて
います。そういう機運をつくっていくということを目的に今回の事業を通して、例えば、空地を利用したコ
ミュニティラジオといったように、面白い情報発信ができても良いかもしれません。商店街でラジオの収録を
してみても楽しそうじゃないですか？

インタビュー：益⽥智史さん、⼭極愛郎さん（みんなの安⼼・ささえ愛ネット） ／



20インタビュー：村越雄介さん（株式会社ムラコシ精⼯） ／



21インタビュー：村越雄介さん（株式会社ムラコシ精⼯） ／
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１００年企業のこれからをつくる

ムラコシ精工は、創業１００周年を超えた金属部品製造会社です。１９３８年から２０００年まで小金井に工

場を構えていました。現在工場は福島や山梨にありますが、本社機能は小金井にあります。大きく分けると事

業は、三つ。一つは自動車部品の製造です。ブレーキ部品など重要保安部品と言われるものを製造しており、

日本製の車の７０パーセントに採用されているものもあるんですよ。もう一つは、住宅用部品の開発製造で、

地震時に家具の扉や引き出しのロックがかかり収納物落下を防ぐ耐震ラッチなど住まいを快適にする高機能部

品を作っています。ちなみにオニメナットはその最初の部品で、今や世界中で使用されています。そして、工

作機械の製造です。工場の省力化を実現する加工や検査ができる産業ロボットを作っているんです。目に留ま

りやすい部分ではないかもしれませんが、実はさまざまな方の暮らしとともにあるものづくりをしている企業

です。お客様に会いに行ったり、各地にある営業所や販売子会社、工場にも行きますので、全国津々浦々飛び

回って過ごしています。

小金井は良い街、でもそれを活かせてなかったから・・・

先祖代々この近辺の人間ですし、私も小金井生まれの小金井育ちです。大学時代から旅ばかりしていて、日本

国内のみならずカナダやドイツで暮らしていた時期もありました。地元民としての視点もあれば、海外での暮

らしと比べたり、いまは小金井の生活に加えて工場がある福島県いわき市でも暮らしているので、外の視点が

あるからでしょうか、、、異端児なんて言われることも多々あります。でも、いろんな場所でいろんな経験を

して、離れたから気づけることもありますよね。小金井はとてもいい場所じゃないですか。都心に近い上に、

自然も残っている。海外だと少し田舎に越してのんびりと優雅に暮らす方も多くて、小金井のような立地や雰

囲気は人気がありますよね。私が子供の頃はもっと栄えていて小金井街道は小金井橋まで全部商店街だったり

活気のあるイメージがあったけど、バブルの辺りからいわゆるベットタウン、文字通り寝るだけの場所となっ

てしまい、何かが生まれたり活動する場所ではなくなっていったように思います。最近は、改めて郊外のポテ

ンシャルを見つめ直す必要があると思っています。街の楽しい雰囲気をつくりたいなと私なりにできることか

らはじめています。たとえば、本社建物の外観の色を塗り替えたり、さらには１階にウッドデッキをつけて店

舗にしたりしました。魅力的な路面店が増えることが、街に活気が出る第一歩ですから。それで、縁があって

購入した場所に建物を作り、本場ドイツの味が楽しめるソーセージやハムの店「ケーニッヒ」さんに入ってい

ただいたり、リニューアルした本社１階には、調理器具や食器のデザインをされている「ヨシタ手工業デザイ

ン室」さん、ダイニングバー「Chi e mi」さんに入ってもらったりもして、随分このエリアの雰囲気が明るく

なってきました。現在は工場が地方にあり、小金井本社は管理部門ですので、この地域がものづくりの現場と

いうわけではありません。でも、こういった活動の積み重ねから、このエリアの魅力や価値が向上していくこ

とに貢献できたらと考えています。

インタビュー：村越雄介さん（株式会社ムラコシ精⼯） ／
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面白くしたいし、面白いことを一緒にやりたい

街のことを考えた時に、中心だけ栄えてほしいとは思わないんですね。人の流れがどのようにあるか、或いは、

どのようにその流れをつくるべきかも含めて捉えていく必要があると思うんです。それって街づくりですよね。

小金井は、なんといっても「はけ」が近くて、武蔵野公園、小金井公園、野川公園をはじめとした公園や学校

までの散歩道もすごくいいんですよ。この散歩道に、いろんな路面店や活動が生まれたらもっと街が楽しくな

りそうですよね。自然発生的に面白いことをしたい人や好きな人たちが勝手にはじめるのが一番、生きた街に

なると思います。その意味で、若い世代のことを上の世代が信じて見守るという姿勢も大切だなと思いますね。

ご縁もあり、従業員用の駐車場を「はけのおいしい朝市」の会場として提供しましたが、ここでイベントをし

たのは数十年ぶりで。すごい盛況でしたよね。地元の人がそれこそ自発的にはじめた活動だから面白いんです

よね。そういったことに参加するってすごく大事だと思っているんです。８０年近く小金井に会社があります

が、名前や建物は認知されていても、なかなか地元の方に自分たちが作っているものを知ってもらえる機会が

少ないので、知ってもらいたいという思いもあったんですね。なので自社ブースを出させていただいてそう

いった機会をつくることができたことも良かったです。駅からも近いですから、駐車場を使いたいと言ってく

ださる方もいらっしゃるんですが、安全面や運営面も気にしながらですよね。ただの場所貸しのようなことを

する気はないのでね、やっぱり面白い！と思えるものを一緒にやりたいですよね。

インタビュー：村越雄介さん（株式会社ムラコシ精⼯） ／



24インタビュー：江頭みのぶさん（PARITALY） ／



25インタビュー：江頭みのぶさん（PARITALY） ／
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地域の朝採れ野菜を地域に届ける
PARITALYはほぼ毎日、小金井市内の農家さんの畑を巡り、地域の採れたて野菜を地域の方々に届けています。
四季を自然に楽しめるように美味しいお野菜を食卓にお届けしたい。そんな想いから販売形態は複数になって
います。一つは、野菜を車に乗せて届ける移動販売。もう一つは、地元の野菜を手軽に美味しく食べてもらう
ためにシンプルな調理と味付けで提供するお惣菜店。そして、前原町にある丸田ストアー内で、地元野菜を中
心に旬の野菜を取り揃えた、やおや。それから、インターネットで予約をいただいて、ご自宅やお店へ配達す
る宅配サービスも今年はじめました。近所にスーパーマーケットがないという、お買い物がしづらいエリアの
方々からの注文もいただいています。また、最近はジャムやペーストの瓶詰めといった加工品にも力を入れて
います。一口に野菜といっても、本当にいろんな種類がありますし、同じ種類でも農家さんによって違ってく
るんで、とても個性的な存在なんです。そんなかけがえのない野菜たち、農家さんたち、数々の畑からいつも
私自身がパワーやアイディアをもらっていますし、それを多くの方にお届けしたいなと考えています。

そもそものところから
なんだか、そもそものところから考えちゃうんです。なぜ地元野菜を地元の方々に？それをなぜ移動販売で？
なぜそれをお惣菜に？そもそも、地域にとってお店の存在ってなんなんだろう、、、とか。かつて、イタリア
の農家さんにファームステイをしたことがあるんですが、畑でその時採れる季節の野菜や果実を家族や友人と
当たり前に楽しんでいたんですよね。これがまた普通に美味しいんです。その感動とそれを届けた時の感動や
暮らしの幸福感それぞれが、ちゃんと芯を持ってつながっている感覚があったんです。やっぱりそういう素直
に心も体も喜ぶことをやっていきたいんです。ともすると、学校や会社などの人間関係の中で疑心暗鬼になっ
てしまうことってあるじゃないですか。もう少し、素直に無防備でいられる時間や場所があってもいいですよ
ね。以前、農家さんと一緒に収穫体験イベントをしたことがありますが、畑に来られると大人もこどもものび
のびとされていたのを感じました。収穫を通して、野菜を通して、普段の暮らしの困りごとにも会話の花が咲
いたりもするわけです。本音や抱えているものを少しでも吐き出したり、耳を傾け合うような体験も生まれて
いました。張り詰めた気分を楽にしてくれる、そんな可能性が畑や野菜にはあると思いますし、そういう感覚
を大切にしていきたいんです。

どんな街であるべきか、それを考えながら
地域の公園や広場、農地を舞台にした「道草市」の企画やコーディネーションに協力しながら、店舗としても
参加しています。お店の立場からすると、いろんな方に存在を知ってもらえる良い機会にもなると思いますし、
先程の話のようにみんなが少しでものびのびとしたり息抜きになったりする、そんな機会にもなったらと思っ
ています。とはいえ、継続していくためにはいろんな工夫が必要ですよね。今は最初のケーススタディとして
開催をしていますが、ゆくゆくは市内の各地域でそこにゆかりのある店舗や農家さんごとに連携して、小規模
でも展開していけるようになると良さそうですよね。自分のお店から近い場所の方が負担も少しは少なくて済
むかもしれませんし、お客さんからしても身近なお店なのでコミュニケーションがとりやすいかもしれません。
マルシェ的にいつもとは違った会話が広がるかもしれません。農地が豊かなエリアはそれを活かしたり、商店
街が近いエリアはそれを活かしたり、それぞれの地域の特色が出ても面白いと思います。アイディアはたくさ
ん湧くんです。というよりも、農家さんがいつもヒントをたくさんくれるんです。先日、農家さんがレッドベ
ルベッドの苗をプランターに入れて、食べなよってくださった時があったんです。食べ終わったらプランター
ごとまた戻してね、と。それで移動販売の軒先で、お日様にあてたりしながら育てて自分で収穫していただき
ました。暮らしの中の農のあり方として、とても素敵ですよね。これなら、駅前でも公園でも、収穫体験がで
きたりと楽しそうです。やっぱり「道草市」が、新しいアイディアを実験してみる機会になったらいいですよ
ね。とはいえ、市内の公園や広場など、個人での利用はなかなかハードルが高いのも事実です。そういった仕
組みの面からも、いろんな挑戦を支えていけるようなことが実現されていくことを期待しています。

インタビュー：江頭みのぶさん（PARITALY） ／



27インタビュー：⽔越早紀さん、濵⾕優さん（東京学芸⼤学） ／
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大学の授業をきっかけに街へ
私たちは、東京学芸大学教育学部の三年です。学校心理を専攻しています。その大学の授業で、街探検をする
小学校の授業デザインをすることになったんですね。その授業がきっかけで、丸田ストアーを知りました。そ
んなご縁から今回取材を受けることになりました。二人共、小金井に住んでいますが、学芸大に通っていると
遊ぶときは国分寺で集まろうってなるんですよね。小金井は生活をする場所という感じがありました。今回の
取材を通して自分が暮らしている街の人と話す機会を得て、もっといろんな方々と出会って話してみたいな
あって思いました。

面白いことがありそうな予感と日々の楽しみを
小金井は暮らしていて住み心地がとてもいいです。ただ、あくまで生活する場所になっていますね。市内で一
日遊ぶというのは、新歓時期の小金井公園くらいかもしれません。先ほども話しましたが、学校の友人と遊ぶ
時は国分寺になることが多いんです。古着屋さんとか本屋さんとか立ち寄れる場所も多くて、遊びやすいとこ
ろだなあって思いますね。大学から武蔵小金井駅の間を歩いても、そういった立ち寄れるところはなかなかな
いように思います。ファミリー層向けの遊べる場所は豊富だなって思いますが、高校生や大学生の寄り道でき
る場所も増えたらうれしいですね。でも、がらっと変わってもらいたいというわけでもないんです。どちらが
好きかと言われると、小金井だなって思いますし。自然体で居られる感じがして、なにより人の流れがゆった
りした感じはこの街の魅力だと思います。

多様性を街で感じられたら
今回この事業についてお話をうかがって、街にどんな場所があったらいいんだろうって二人で考えてみたんで
すが、なんにもしなくていい所がほしいねっていうのが共通した意見でした。学校の中だと、部活、委員会と
か役割が必要なコミュニティーが多いなって気がついて。高校では陸上をやっていたんですが、膝を痛めてし
まって運動が続けられなくなったんです。それまでずっと運動部に所属していて、芸術や音楽などほかのこと
に興味を持たないできたので、大学でスポーツサークルに入る選択ができないとなった時にコミュニティーに
入るきっかけを失ったように感じたんです。できることがないと、居場所もなくなるのかなって。居場所と思
えるところの、その居やすさについて考えてみても、自分に纏う役割や所属等を明らかにしなくてもいいと、
自分のままを受け入れてもらえて居やすさを感じるのかなって思います。ただただ目的もなくなんとなしに居
られるということに救われることがあるなあって。なので、いろんな立場の人がその役割から放たれて、思い
思いに過ごせるところが街の中にあったらいいなって思います。ただただ焚き火をする会とかあったら行きた
いですね。好きなタイミングでやって来て、好きなタイミングで帰って。小金井市内で、焚き火できるとこ
ろってありますかね。小・中学生の時、先生は完璧な存在だって思っていたんですよね。けど大学に通うよう
になって、将来先生になるであろう人が友人になって日々悩みを聞いたりして先生も人間だったんだなって
思ったんです。見えないとやっちゃいけないことのような気もしてしまうので、悩んでいる大人の背中が見え
ることも安心するなって思います。それから、学校内だと近い年齢の、関心ごとが合う人とは出会うことがで
きるので、学校の外ではいろんな価値観を持ったいろんな大人の方々に出会いたいという気持ちもあります。
街の中で、多様性をちゃんと感じられたらうれしいなって思います。いろんな人がいるんだという実感は、自
分が自分でいていいと思えることに繋がると思うので。

インタビュー：⽔越早紀さん、濵⾕優さん（東京学芸⼤学） ／



29インタビュー：⼤坪正直さん（セブンイレブン武蔵⼩⾦井駅東店・本町２丁⽬店オーナー） ／



30インタビュー：⼤坪正直さん（セブンイレブン武蔵⼩⾦井駅東店・本町２丁⽬店オーナー） ／
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商売の基本を徹底したらこうなった
ここは、東京五輪エンブレムをモチーフにしたおでんの店内POPやインパクトのあるツイートをする、あの”ム
サコのセブン”と知られていたりもします。ちょっと変わったお店として見られることもあるんですが、突飛な
ことをしようとしているわけではないんです。郊外にあるコンビニのお客さんは、８割が常連さんと言われて
います。つまり、自分たちのコンビニを利用している人の多くは、週３、４日来られているってことなんです
よね。毎日のように来てくださるお客さんになにか楽しんでもらいたいという気持ちを素直に実践しているだ
けで、それって商売の基本だと思うんですよね。先日は、「道草市」の会場として、駐車場をお貸し出ししま
した。お店の目の前で、和風ジェラートおかじさんが市内の農家さんのお芋を使ったジェラートを販売してい
たり、PARITALYさんや農家さんが市内でとれた野菜や花の販売をしていたり、それもそんな気持ちからお引
き受けしているところがあります。

地域のインフラとしてのコンビニ
商売の基本を考えた時に浮かぶのは、サザエさんに出てくる、三河屋のサブちゃんとサザエさんたちの関係性
なんですね。必要なものを必要とする人に届けていく。それで、自然とありがとうという言葉が交わされる。
そんな人と人との満たされ合う関係が理想ですよね。コンビニってちょっと画一的だったり機械的なイメージ
もあるかもしれませんが、もちろんサービスの質をお約束していきながら、そんな人の顔が見えるようなシー
ンだってたくさんあるんです。以前、朝レジ横のホットプレートでフランクフルトを焼きながら「いかがです
か」ってお一人お一人にお声がけをしていたら、全国のセブンイレブン内のフランクフルトの売り上げが１位
になったんですよ。コンビニでのおでんの販売がまだそこまで一般的でなかった時代に、「晩御飯におでんは
どうですか～」っておでんのカップを持ってお声がけをしていたら、１日３０個の売り上げが、１００個、１
０００個と増えていったこともあります。数字に出てくる売り上げは、まあそうだとして、ちょっとした会話
ができるような安心感を持っていただいたり、今日はどんなことがあるかなっていう期待感を持っていただい
たり。やっぱりそういう関係性が生まれるお店にしていきたいですよね。コンビニって、地域のゴミ出し用の
ゴミ袋が買えたり、公共サービス料金の支払いができたりと、地域の一つのインフラとしての機能もあると思
うんです。地域に必要とされること。それが商売の基本ですよね。

先人たちの頑張りをつなげていきたい
かつては青年会議所もやっていましたし、今は商工会青年部部長や北口中央地区商店会青年部や子供会の活動
もしています。これからの街がどうあるべきかを毎晩のように語り合ったり、地域のお祭りで一万食の焼きそ
ばを鉄板で振る舞ったり、積極的に参加しています。なぜかって、私たちの商売は地域に依存しているからな
んですよね。だから、ちゃんと地域を盛り上げていかないと商売そのものが成り立たないんです。商工会や商
店会がなんのためにあるのかって議論はあるかと思うんですが、このエリアは明るいし人通りがあって素敵だ
ねなんて感じる時、そこには先人たちが築き上げてきた歴史があるんですよね。そのエリアの店舗の方々が協
力して、お金や労力を出し合って例えば電灯をつけたり、イベントを開催したりしてきたわけです。先人の
方々の築いてきた基盤があるから商売をさせてもらえている、そう思っています。そうやって街に依存してい
るという感覚が忘れられちゃうと、商売も地域そのものも衰退していっちゃう。その辺りは、ちゃんと認識す
べきだと思うんです。「道草市」のように、お店の駐車場を貸し出す際にも、そういう気持ちを共有できるか
どうかというのは大切にしたいところです。商工会や商店会の役割や歴史をしっかり伝えて、今いる世代から
次の世代へつなげていくこともしていかないとですよね。人材はたくさんいます。だから、そういった新しい
世代が参画できる状況もどんどんつくっていきたいですね。

インタビュー：⼤坪正直さん（セブンイレブン武蔵⼩⾦井駅東店・本町２丁⽬店オーナー） ／



32インタビュー：森⽥眞希さん（地域の寄り合い所また明⽇） ／
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地域には、人を丸ごとを受け止める場所が必要
「地域の寄り合い所また明日」は、介護を行うデイホームと乳幼児の小規模保育所、そして地域の人が誰でも
気軽に立ち寄ることができる「寄り合い所」を運営しています。日々デイホームに来られるお年寄りの方々が
過ごす場所と保育所に通う子どもたちの過ごす場所に仕切りはありません。アパート１階５戸分の壁を取っ
払った長屋のような建物なのですが、その同じ空間の中でそれぞれが、それぞれのままに共に過ごしています。
ここは、道路と敷地の境に壁や門もないんです。ご近所の方がふらりと立ち寄って、お茶を飲みながらおしゃ
べりを楽しまれていくなんてこともありますし、小学生の子たちが放課後に立ち寄ることもあります。地域の
中では、赤ちゃん、若者、お年寄り、障がいがある方、国籍の異なる方、いろんな方が暮らしています。属性
で人を分けることなく、お互いに思いを寄せ合って、それぞれを尊重し合って、自分の生きる時間を大切にし
合って暮らしていけたらいいなって思うんです。そんな気持ちで、できることを一つ一つ積み重ねています。
困りごとがみつかったら必要に応じてみんなで考えて、嬉しいことは喜び合える。そんな場所であるといいな
と思っています。

あいさつを営む、寄り合いがうまれる
「地域の寄り合い所また明日」のような場所をつくりたいって見学に来てくださる方もいらっしゃいます。や
りたいけれど資金や場所がなくて難しいという声を聞くこともあります。でも、本来は、人がひとりその場に
居たら、寄り合い所になると思うんです。例えば私が通りで「こんにちは、いいお天気ですね。」「ちょっと
お茶でもどうぞ。」なんて飲み物を振る舞ったら、二人、三人って徐々に寄り合いが生まれていくんです。
「あなたに興味があります」「お話したいです」という想いを持って人と向き合っていくことがそもそも大切
なんです。「また明日」ではどなたもよく「あいさつ」をされますねって、言っていただくことがあります。
あたりまえと言えばあたりまえですし、基本と言えば基本なんですが、やっぱりそういうところなんですよね。
今の場所をこうして続けて来られたのは、あいさつを交わし、気持ちを交わし、地域の方々やここを利用くだ
さる方々と会話を積み重ねて来たからこそだと思っています。やっぱり人ですよね。人との繋がりがやっぱり
とても大切だなって感じますね。「道草市」も、お互いを想い合って暮らしていくことの大切さを育む機会に
もなったらいいなと期待しています。

どんな人にもひらかれているものでいて欲しい
そんな期待があるからこそ、「道草市」などの今回の事業が、分かる人だけで楽しむというものではなく、年
齢も性別も国籍なども超えて、それぞれの持つ世界観を認め合って、どんな人にもひらかれたものであってほ
しいなって思います。だからこそ、会場となる地域の方々に事前に一声かけておいたり、その地域のお店の
方々と連携していったりと、当たり前のことをきちんと筋を通していくことも大切ですよね。そうした中で生
まれるご縁がきっとあると思います。人と人の繋がりが、物事を前向きに進めていくきっかけになりますし、
なにか新しい物事が生まれるきっかけにもなりますよね。そういった人の出会いを生むということも、ひとつ
の成果だと思います。事業の成果を、マルシェイベントとしての売り上げだけでなく多面的に捉えていくこと
が、「道草市」をより豊かな活動にしていくのではないでしょうか。お互いを想い合って喜び合える時間が作
れたら、必ず結果はついて来ると思うんですよね。「道草市」は、行政に近い組織である小金井市観光まちお
こし協会さんと、プレイヤーでもある市民や事業者が共に動いて取り組まれていますよね。それってとても大
事。個人だけではできないことがたくさんありますからね。立場を超えて、それぞれの特色を生かし合えると、
できることがたくさん増えていくと思うんです。お互いが支え合いながら一緒にやっていけたら素敵ですよね。

インタビュー：森⽥眞希さん（地域の寄り合い所また明⽇） ／



35インタビュー：⻑岡⼩夜⼦さん（メガロス武蔵⼩⾦井） ／
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街のスポーツクラブとして
メガロスは、スイミングスクールやフィットネスジム、ゴルフクラブ等、子どもからシニアの方まで幅広くご
利用いただいているスポーツジムです。その中で、私は現場でのスイミングスクールの講師を経て、今は子ど
もに関わるプロジェクトの企画や、ここ小金井ではアフタースクールの立ち上げを担当しています。メガロス
は、東京・神奈川・埼玉・千葉など広いエリアに展開していますが、それぞれの地域に根ざしていきたいんで
す。とはいえ、施設の中で待っているだけでは、地域の方々になかなか届きませんよね。なので、自分から街
に出て行き、想いや活動を知っていただけるような取り組みをしています。スイミングスクールのインストラ
クターたちの小学校へ出張もしているんです。夏休みなどは水難事故が増えてしまいますが、そんなもしもの
時のために着衣水泳を指導したり、先生方への水泳研修も無償で行っています。先生も水泳のプロではなかっ
たりするので、指導方法に困っている方も多いんです。きらびやかな宣伝やプロモーションにお金をかけるの
はあんまり好きじゃないんですよね。こういうちゃんと手応えを感じることができる活動を通して、私たちの
ことを知ってもらえるのがやっぱり嬉しいです。メガロスの全店舗それぞれが、その地域に根ざした場所に
なったらいいなと思っています。

子どもたちの可能性と地域の可能性が合わさること
「メガロス武蔵小金井」でのアフタースクールは、４月に開校します。子どもたちに提供するおやつは、
「ファンタジスタ」さんをはじめとした小金井にあるパン屋さんやお菓子屋さんから仕入れさせてもらう予定
です。子どもたちと一緒に、パン屋さんにパンづくりの見学をさせてもらう機会も作っていきたいです。食事
については、近所のセブンイレブン武蔵小金井駅東店・本町２丁目店オーナーの大坪正直さんにお願いをして
います。セブンミールは、栄養管理や衛生管理が行き届いていて安心です。アフタースクール内では習い事の
時間も設けているんですね。おやつや食事だけでなく、そんなプログラムの講師にも、地域の方や企業さんに
声をかけさせてもらっています。例えば、子ども支援活動をされている「小金井こらぼ」代表の水津由紀さん
のご紹介で、市内で習字講師をされている高原有加さんによる書道、遊びのアトリエ「ズッコロッカ」さんに
よるアート、将棋部の大学生福岡さんたちによる将棋教室、FC東京さんによるサッカー教室、学芸大学とのプ
ログラミング教室などを予定しています。学芸大学とは、鉄矢悦朗先生たちと子どもたちの発見する能力と問
題を解決する能力を育む「遊びの発見研究」を行っていまして、そこでの成果がアフタースクールのカリキュ
ラムに導入されてもいます。アフタースクールを一つの起点に、地域の子どもが地域のいろいろな大人と出会
えていけたら素敵ですよね。これからも徐々に連携の輪を広げていきたいです。できたらいいなと思うことは
たくさんあります。小金井では野菜の生産もたくさん行われているので、子どもたちに地元産の採れたて野菜
を食べてもらえるようにもしていきたいです。

地域ぐるみで子どもたちを見守りたい
アフタースクールに通う子たちが地域に愛着を持てたり、地域の人と顔見知りになる機会をつくりたいんです。
メガロスのアフタースクールの子どもたちと地域の方々が、挨拶をし合ったり声をかけあったりできたらいい
ですよね。それが子どもたちにとっての安心や安全な環境づくりにも繋がると思いますし、そもそもそういう
交流が子ども時代にあることはとても幸せなことですよね。今回メガロスのスペースをアフタースクールとし
てひらいていきますが、それだけでなく、いろんな形で地域の方々にスペースを使っていただけると嬉しいな
と思っています。休館日であれば駐車場を利用いただけるので、「道草市」の会場としてもぜひ活用いただけ
たらと思います。アフタースクールの子たちと一緒に出店して何かできても楽しそうです。

インタビュー：⻑岡⼩夜⼦さん（メガロス武蔵⼩⾦井） ／



38インタビュー：⾼橋⾦⼀さん（農業⼈／⼩⾦井市農業委員会会⻑） ／
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よろずや的な生き方の原点は、居場所づくり

小金井市生まれ。小金井市育ち。小金井の生産農家として野菜を育てながら、緑町の農場ではさまざまな農法

の実験や農福連携等の実践などもしています。お呼びいただいて大学で都市農業について講義させていただく
こともあれば、日本全国・海外まで農業のあり方を学びに視察へも行きます。ある時には、上野駅で小金井の

農業と江戸東京野菜をPRするための漫談をしたこともありましたね。楽しそうなこと、これはやった方がいい
なって思ったことはなんでもやっちゃうんですよね。なので、自分を一言で言うならば「萬屋金之介」。「な

んでもや」ってことですね。その漫談をした時に出会ったのが、物語屋の中川さんと仕立て屋の内山さんご夫
婦なんです。住む家を探してるって言ってね、ここで良いならって、築９０年の平家をお貸しすることになる

んです。中川さんたちは自分たちで修繕をされて、今は暮らしながら「仕立てとおはなし処Dozo」というカ
フェギャラリーを営んでいます。庭では僕の畑の野菜販売もしてもらっています。暮らしながら場を開く、そ

ういったことをされる方に古民家をお貸ししよう。そういった思いの原点でもありゴールでもあるものは、農
地や古民家を通した居場所づくりなんです。この居場所づくりっていうのを教えてくれたのは、「NPO法人地

域の寄合所また明日」の森田眞希さんたちなんですよ。「また明日」にはじめて行った時はびっくりしました
よ。なんじゃこりゃって。森田さんのところに、野菜を持っていった時のことですよ。泥だらけのでっかい野

菜をいっぱい持っていったんですね。そしたら認知症のご年配の方がね、急にぴんと立ち上がって「この匂い
はいい大根だ！」って、いきいきしはじめたんですよ。これは面白いことが起こる場所なんだなあって、イン

スピレーションをもらったんですよね。

自然なままを楽しみ合う街へ

「仕立てとおはなし処Dozo」の中川さんたちがここに暮らしはじめたことでこのエリアが変わっていくんで

す。面白い方が近くに引っ越してきたり、お祭りをしようってはじまったり、このエリアが横丁化していくん
ですよ。４年前だったかな、高知の生産農家さんの文旦を買い取って食べ比べしてもらう企画を中心にした

「文旦祭り」っていうのをやった時には、溢れてしまうくらいに人が集まりましたね。面白い人が面白い人を
呼んで、人が集っていくんですよね。それぞれの面白さを認め合いながら一人一人がいきいきとしているから、

このエリアが賑やかになっていったように思います。それは街全体にも通ずることですよね。何か１つのもの
に集約させて、一元的に街のブランドを作るというよりは、自分の好きを見つけ楽しみ、そしていろんな人の

好きも楽しめる街がいいんじゃないかなって思うんですよ。それぞれ独立性を保ちながらね。例えで言うなら
中野ブロードウェイみたいな。小金井に合うのも、そっちじゃないかな。個人の楽しみって、「これは俺が見

つけたもんだ」って言いたくなりますよね。それぞれの違いを楽しみ合う余白も持ちながら、自分の好きを大
切にし合う、そのことを尊重できる街だったらいいなって思うんですよね。それは自分の街への関心や誇りを

強めることにもなりますよね。

インタビュー：⾼橋⾦⼀さん（農業⼈／⼩⾦井市農業委員会会⻑） ／
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粒が揃わなくていい、そんな粒同士が連携できたら楽しい

やりたいって人が来てくれたからどうぞってね、本町の方でも若い方に場所をお貸ししはじめたんです。面白
そうって思えたから。その場所は期限が決まってはいたりするんですけど、その間面白いことをやり抜いたら
いいよって期待しているんです。街も絶えず新陳代謝をしていくことは必要だと思います。そういった意味で
は、面白いことをやろうとしている若者たちを僕ら世代は支援していけたらといいんじゃないかなって思いま
すね。本町の場所は「Dozo」とはまた全然違う感じです。やる人が違って、エリアも変わるんですからね、
同じになる必要はないですよね。森田さんたちの「また明日」にインスピレーションを僕が受けたように、面
白い人にインスピレーションを受けながらその場所、その人なりの面白い形が其処彼処に生まれていくといい
なって思いますね。異なることでその場所場所に集う人も変わっていくでしょうから、それは居場所の選択肢
が増えるということにもなりますよね。この事業でも、あちらこちらで独自のままに繋がりは持ちながら、面
白がり合うというのを大切にできるといいですよね。「また明日」は、森田さんというプレイヤーがいて、作
る上で協力された自治体の方々の知恵と行動力、そしてアパートを貸したオーナーさんの心意気などね、その
連携が本当にすごいなあって思っているんです。この「こがねいコモンズ」も、行政に近い組織である小金井
市観光まちおこし協会さんと、プレイヤーでもある市民や事業者が共に動いて取り組まれていますよね。そ
れって何か面白いことを形にしたり仕組みにしていく時にとても大事ですよね。立場を超えて、支え合い、連
携していけるといいですね。

インタビュー：⾼橋⾦⼀さん（農業⼈／⼩⾦井市農業委員会会⻑） ／
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地域の方と農地のより良い関係を目指して

武蔵小金井駅北口から歩いてすぐ、線路沿いにある畑が大久保園です。駅沿いですので、畑からは中央線が見

えるんですよ。本家は１６００年代、江戸時代から続いている農家なんです。明治の頃に分かれた、うちは分
家の五代目になりますね。植木農家をしておりましたが、今は体験農園として主にさつまいも畑をしています。

近くの保育園や幼稚園に通う子たちが芋ほりをするさつまいもを育てたり、「みん愛ネット」さんを通じて、
本町高齢者在宅サービスセンターのご利用者のみなさんに援農と言う形で体験農業をしていただいてもいます。

農地は農作物を生産する場所でもあるんですが、災害時の避難場所にもなったり、幅広い意味での教育活動や
福祉との連携の場でもあったり、公的な役割を果たせる場所とも言えるんですよね。地域のために自分が農家

として何ができるだろうと考えた結果、できるだけ農地を開いて、地域にとって意味のある活用をしていけた
らと考えています。そういった思いもあって「小金井まちあそび」や「道草市」の会場のお話もお受けさせて

もらいました。たくさんの方に畑に来ていただいてよかったです。ここの畑の人手は、わたし一人。育てあげ
たさつまいもを子どもたちがいい表情で収穫しているのを見れた時には、これまでの苦労が報われる気持ちに

なります。

インタビュー：⼤久保勝盛さん（⼤久保園） ／
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農地は続いてあと１００年、減るだけ、絶対増えない
この小金井にある農地ですが、実は続いたとしてあと１００年あるかどうか、というのが実際のところです。
昭和の始め頃、小金井市のほとんどが畑でしたが、今では５％ほどの面積しか農地が残ってないんです。農
地って一度農地ではなくなると、二度と農地には戻せないので増えるってことはまずないんです。そして何に
もせずに維持されるってわけでもないんですね。農地法や生産緑地法など様々な制度がありますが、結論だけ
を言うならば、小金井の農地って間違いなく今後必ず減っていくことになるんです、このままだと。その辺り
の緊迫感は、なかなか知られていないことかもしれませんね。もちろんうちも例外ではありません。僕らは踏
ん張り時だったりするんです。自分の代で数百年続いてきて、耕されてきた場所を、なくしてしまうかもしれ
ないなんて考えるとなかなか複雑な気持ちになります。これは、僕ら世代の都市農家の共通課題だと思います。

とはいえ、緑地への関心は高まっている
とても気をつけながら作業はしているのですが、土ぼこりが舞うとか、肥料の匂いがするとか、そういった苦
情をいただくこともあります。防ごうにも限界がありまして、、、同時に地域の方々にご理解をいただくため
の活動も大切にしたいと考えています。そのなかで、大久保園のもう一本隣の通りである「けやき通り商店
会」の商店会長である益田さんも一員の「みん愛ネット」さんたちが利用くださるようになって。それからは、
地域の方々との関係性や繋がりも生まれて、共感を寄せてくださる方も増えてきている感覚もあります。農の
特徴である多くの土地を必要とすることから、これまでわたしたち農家は、地域の嫌われ者としてみられるこ
とも正直多かったんです。でも、あそこにあってよかったっていう声をいただけると本当にうれしいですね。
道草市など地域の方々に利用いただくイベントがあると、ご近所の方々とのご挨拶もしやすくなるように感じ
ています。また、ここ数年、農業や環境への関心が高まっていることも感じています。生ゴミをごみとして捨
てたくないという方も増えているとかで、コンポストにも関心が集まっていたりしますよね。僕は農協に野菜
を卸すというわけではありませんが、小金井市内で小金井産野菜を買う方が今とても増えているという声も聞
きます。市内のイベントで小金井産野菜販売をしようと出店する際には、市内中の農家から集めないと足りな
いくらいとかで、作れば作るだけちゃんと買ってもらえているようなんです。大変さの中にも、そういったう
れしい声や変化もあるんですよね。若手にも想いを繋ぎながら、高まっている期待や関心にも目を向けて、農
地の可能性を広げていくような活動を継続していきたいですね。

インタビュー：⼤久保勝盛さん（⼤久保園） ／
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当事者として感じていた違和感
ぶどうの木は、地域の様々な障がいをもつ人々の社会参加と自立を支援するNPOです。一本のぶどうの木が枝
を大きく拡げて豊かな実をつける様子を想い、そうなる事を願って名前をつけました。私の息子が特別支援学
校を卒業する頃は、まだ今のように障がい者の就労の場が開けていなかったんですね。「障害者自立支援法」
という言葉もまだなかった頃です。その当時の就労環境は、障がいも年齢も多種多様な人たちが狭い空間で常
に一緒。雑誌の付録作りとその袋詰め、キャンディの袋詰めといった内職的な作業と、たまに外に出る公園清
掃というような活動のみだったんです。その様子からは一人一人の活気を感じることができなくて、閉塞感が
募っていきましたね。親として子どもの就学後の生活の場である、障がい者の就労の場の広がりをどうにか作
れないかと考えていきました。彼らも地域社会の中で自然体なまま共に生きられる場が欲しいという切実な思
いが礎となり、パン工房を立ち上げたんです。そこからこの２０年の歩みの中で、「生きづらさ」を抱える
方々の多様化を実感しています。新たに教わること考えることが多々ありました。

福祉と農業の連携に感じる可能性
そんな中で「社会をたのしくする障害者メディア」というキャッチフレーズのついた雑誌『コトノネ』と出会
いました。そこで印象的だったのは小金井市にもゆかりのある濱田健司さん。障がい者の就労先について農地
があるという事を紹介されていたんです。そんな興味、関心が高まっていくときを同じくして、園芸療法士の
友人が関わる、障がい者の余暇活動のサークルに参加してみて新たな就労の場の可能性を感じました。地域の
コミュニティーセンターの一角にある花壇に定期的に季節の花を植える活動が中心なんですが、植えた球根や
苗が次に来た時にはどうなっているんだろう？次は何を育てようか？と、モチベーションも自然に高まってく
る様子だったんです。それに他人と目を合わせてのコミュニケーションが苦手でも、草取りをしながら自然と
話ができたりする福祉と農園芸の相性のよさを実感しました。障がいも多様化してきている今という時代に寄
り添いながら、障がい者も共に生きる道を開く可能性が農業と福祉の連携にある事を感じたんですよね。

実践していくための畑を探しています
聞き慣れない言葉かもしれませんが、賜物っていう言葉があるんです。それは”全ての人ぞれぞれが必ず持って
いるギフト”そんな意味合いだと思っています。それぞれが繋がりながらも、ひとりひとりの授かっているもの
を活かすことができたらとそう思っているんです。そんな気持ちを大切にしながら、思い新たに2020年「ぶど
うの木」を立ち上げました。これからの挑戦としては、農福連携を実現していきながら、農業に関わる就労場
所の提供ができるようにしたいんです。今の私たちにできるところから、新たな知識を教わり習得しながら土
に親しみ、生産活動を通して共に生きる喜び楽しみが与えられたらと願っています。畑で農園芸の作業をした
り、地場産の野菜や果物を使った惣菜作りや食事の提供、加工品等々を製造販売できるような就労支援を考え
ています。こんな日々に在って目にしたＪＡ通信に、車椅子の人でもイチゴ狩りを楽しめる栽培農家さんの活
動の様子が紹介されていたんですね。とても嬉しく楽しくなりました。これからの農業を考える上での農家さ
んの新たな知恵だなあと思い魅せられましたね。就労の場としての農園を営むことができた際には、このよう
な一角を設けることができたらと思っています。とはいえ、そもそも農地を利用できる状況をつくらないと話
は進みません。自宅の庭先で農園芸の作業を試したり、野菜の加工所も整備しつつありますが、事業として成
立させるためには、市内に拠点となる農地が必要です。最近は、都市の農地が、防災的な拠点としても注目さ
れてきていますが、福祉の拠点としてもニーズがあることを多くの方に知っていただき、大切に守られてきた
畑を舞台に、農家さんたちと連携を重ねていけたらと考えています。その人それぞれの賜物や力を出し合い、
農家さんとも協働をして色々な指導を受けながら、福祉と農業の連携実現の夢を託したいと願っています。

インタビュー：榎本恵⼦さん（ぶどうの⽊） ／


