
農業・緑のボランティアを通じて復興から将来へ
九州大学芸術工学研究員環境デザイン部門　准教授　朝廣和夫

　平成 28 年（2016 年）熊本地震では多数のボランティア活動が展開されています。
これは、阪神・淡路大震災のボランティア元年を起点に、新潟県中越沖地震、東日本
大震災等の災害における人々の経験の蓄積によるものです。その一つが、農業や緑に
関するボランティア支援です。仮設住宅建設においては、緑のカーテンや花の植栽活
動、農村地域においては、援農や草刈り、農地・農業用施設の復旧活動も行われてい
ます。被災者からは「本当に助かった、また来てほしい」との声がある一方、農村地
帯の津々浦々の声を集め対応できてはいません。本号は農と緑に関するボランティア
の特集を含め、ランドスケープに関わるお便りをお届けします。

　日本造園学会 熊本地震復興支援調査委員会では ,「公園緑地」「農業支援」「集落景観」「自然公園」「ラ
ンドスケープ遺産」などの視点から調査・活動を実施してきました。このニュースレターは , これらの
成果を踏まえたランドスケープの価値やその重要性について , 復興の現場に必要な情報をお届けするこ
とを目的に作成したものです。それぞれの分野の復興のプロセスで役立てて頂けますと幸いです。
　なお , ここに掲載しきれなかった詳細な調査報告や専門的知見は web ページに掲載しておりますの
で , ぜひご覧ください。今後も復興の現場からのご要望にお応えできるような調査を進めていきたいと
考えております。皆さまからの多くのご意見やご感想をお待ちしております。
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企画・編集

( 公社 ) 日本造園学会
熊本地震復興支援調査委員会



　昨年から活動を続けている農業ボランティアは、平成
29 年 6 月末時点で約 5,500 人のボランティアが農家支援
を行った。現在も全国から新規のボランティア受け入れと、
リピーターが多い西原村百笑応援団の運営システムの特徴
と今後の活動についてお伝えします。
　ボランティアの募集方法は活動開始直後からフェイス
ブックページと電話受付です。事前申込制でフォームに必
要情報を入力してもらうことで、当日の派遣先のマッチン
グと受付の簡素化を図っています。ボランティア派遣を希
望する農家は会員制とし、月会費の支払いとシルバー人材
センター（震災以前から農家へ作業員を派遣）を併用す
ることを義務づけています。月会費は派遣ボランティア 1
人につき 1,000 円発生し、月ごとに請求書を作成し指定
口座への振込をお願いしています。収入は月会費以外に補
助金、寄付金、業務委託費があり、その中から 1.5 人分の
人件費と事務局費を賄っています。
　参加ボランティアの特徴として、運営開始当初から全国
各地から参加する方が多く、年齢性別に偏りがないことや、
家族での参加も多いところです。女性や家族での参加が多
い理由として、非力な女性や子供でも参加可能な点と、安
全に活動ができる点です。もう一つの特徴として県外から
のリピーターが多い点です。高速代減免措置制度が県外リ
ピーターを牽引していますが、制度を利用しない参加者も
少なくありません。ボランティアの多くは震災復興を目的
に参加しますが、リピーターの多くは農家との交流や農作
業自体を楽しむレジャー型の参加者となっています。これ
らのことから、農家との交流、農業体験、食の学びの場を
提供することで今後も継続して西原村のファンを増やすこ
とが可能だと考えています。
　震災直後から農業ボランティア活動への参加者が減らな
い一方、農家からのニーズは減ってきています。以前ボラ
ンティアを利用していた農家に聞き取りを行った結果、「落
ち着きました。いつまでもボランティアに頼ってはいけな
い。自力で再建していきます。」という声が多く得られま
した。このことから農業ボランティアの効果は十分だった
と感じています。今後の活動は、農家支援には年間の利用
人数上限を設定し、ボランティアに依存しない仕組みを作
ることと、体力的に継続が困難になってきた高齢農家支援

（利用人数設定を設けない）を中心に活動を行っていくこ
と。そして、今後の安定運営を図るために、企業や学生か

ら参加費を徴収し農業体験と座学を組み合わせた研修型の
受け入れを行っていきたいと考えています。

上写真／甘藷苗植え風景 80 歳代の現役農家を手伝う
親子ボランティア（2017 年 4 月 25 日 )　

下写真／甘藷苗床の片付け  鹿児島大学農学部の学生たち
（2017 年 6 月 26 日）
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西原村百笑応援団運営システムと今後
河井昌猛（西原村百笑応援団）



　農業や緑に関するボランティア支援について、全てを把
握しているわけではありませんが、朝廣の関わる活動につ
いて、復興のフェーズとタイムラインによる整理をし、今
後の視点を提示したいと思います。

■被災後１か月の応急対応期：西原村での展開
2016 年 5 月 6 日：西原村農業復興ボランティアセンター
の始動。地元からのサトイモの 5 月中の作付けに関する
強いニーズが災害ボラセンに寄せられ、災害ボラセンと切
り離した形式で設置、河井昌猛氏が担当されました。同年
6 月中旬：各種 NPO、団体が西原村等の草刈りボランティ
アを実施。草刈りはリスクが高く、自立支援としての適切
性の議論もありましたが、災害、農業ボラセン双方が受入
れられないため、被災地区から各種団体に直接依頼が行わ
れました。

■被災後 2~3 か月を経て復興期において
2016 年 8 月 21 日：ふるさと発　復興会議～九州・熊本
in 御船が開催されました。農業・農村の復興の課題を被
災自治体と住民の共有する場として徳野貞雄（農村社会学）
先生の呼びかけによるものです。同年 10 月 22 日にも熊
本県山都町において開催されました。被災地の状況と過去

の復興の先進事例等が紹介される中、農業の復興なくして
生活の復興なしという視点が見いだされました。また、4
月の地震に続いた 6 月豪雨の被害が大きく、二重被災に
よる心身的落込みが激しいことが共有されました。

■被災後 8 ヵ月以降から現在
2016 年 10 月：西原村百姓応援団の活動が開始されまし
た。2016 年 12 月 3 日：御船町上村の八勢目艦橋付近の
井出復旧ボランティアが実施されました。2017 年 3 月
11~12 日、4 月 16 日等：山都町の棚田復旧と用水路の泥
浚いボランティアが実施されています。

これまでの約１年をふり返り、農業・緑のボランティアの
展開は、地域の被災者の声を受けて、各種支援者・団体が
柔軟に対応しています。しかしながら、その実施には、農
家に支援を受ける認識がなく、行政を含めた仕組みがあり
ません NPO による強い関りや専門家の助言がなければ推
進が難しく、人材、装備、資金が恒常的に不足しています。
今後、より速やかな復興に資するには、被災者の声を受け
取りながら、農業・緑の支援の在り方を模索し、推進する
組織の充実・連携が必要と考えます。

左写真／山都町、第 1 回棚田復旧プロジェクト（2017 年 3 月 11 日）
右写真／御船町　ふるさと発　復興会議 in 九州・熊本（2016 年 8 月 21 日）
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熊本地震における農業・緑のボランティアの１年
朝廣和夫（九州大学芸術工学研究院環境デザイン部門）



　熊本震災の報道を振り返る NPO マスコミ報道倫理懇和
会の 2 月の活動で「災害ボランティアセンターに、農業
支援のメニューがないことを知っているか？」という問い
に、「知っている」はわずか 1 人であった。このように社
会教育福祉協議会が主導する自治体の『災害ボランティア
センター』には、農業支援がないし、またそのことは報道
もされていない。何故このようなことが発生しているのか
は、詳らかには分からない。多分、21 年前の阪神・淡路
大震災が都市型震災であり、ボランティア活動における農
業農村支援がほとんど対象にならなかったこと。次に、社
協の会合で震災活動のメニュー化を行う時に、社協活動が
都市型の生活課題に偏向するため、震災における農業支援
がすっぽりと抜け落ちた物と思われる。また、このことを
20 年以上も放置されてきたのは、社協が行政主導型の福
祉活動組織であるため、内部から変革していくことが非常
に困難であったと思われる。
　一方、今回の熊本震災で西原村の『百笑応援団』を軸と
する「農業ボランティア」が作動し始めた。このことに関
しては、すでに 2 ページで詳述されている。ただ、この「農
業ボランティア」は、農家からの支援ではなく、非農家・
消費者達からの支援であった。このことは、非常に重要で
ある。即ち、非農家である消費者や女性が農業ボランティ
アに駆け付ける一方、農家が農業支援にあまり動いていな
いという不思議な現象が存在する。これは、農業者が考え
る農業支援の「重たさ」と、消費者が考える農作業支援の「軽
さ」が大きく異なっているからだろうと思われる。分かり

やすく言えば、農家の人たちは知り合いである被災農家の
苦しさや課題の重たさを知っている。それゆえ、その復興
に関わる時間的・金銭的・能力的な様々な重圧を十分感じ
取ることができる。よって、そう簡単に農業支援には出向
くことができない。それだけ「重い」と感じている。
　一方、消費者にとっては、被災農家のボランティアの農
作業支援という形で、非常に軽々とサポートに出向くこと
ができる。農作業支援は、あくまで農業全体の一部の活動
であり、日常的に農業を営む責任はない。自分たちの意思
で農作業のボランティアを行えばよいのであり、またその
ボランティアに対し感謝してもらえるという、被災農家と
ボランティアの Win-Win の関係が作りやすいと思われる。
だからと言って、消費者の農業ボランティアを軽く見たり、
貶したりしているわけではない。非常に重要なテーマだと
考えている。
　現在、農山村の農業担い手は非常に減少し、高齢化も進
んでいる。このような中で、地元の農家だけで農作業の維
持は非常に難しくなってきている。都市部や非農家からの
農業支援が絶対に必要である。このことを震災時以外の状
況でも、恒常的に行える仕組みを組み立てるのが『緑のボ
ランティア活動』の構想である。そのため、西原村の「農
業ボランティア」活動のメカニズムとそのシステムについ
ては、消費者や都会の人たちの農作業支援の恒常化という
課題と繋がっており、非常に重要な示唆を示しているもの
と思われる。このことを十分留意しながら、この農業支援
活動を継承・継続していきたい。

写真／山都町におけるボランティアによる棚田復旧の検討（2017 年 2 月 2 日）

4 2

復興活動

農ボラの課題と展開
徳野貞雄（ふるさと発　復興志民会議）



　3 月のある日、西原村の中でも被害の大きかった大切畑を
訪れると、家屋が解体された後の更地一面に菜の花が咲いて
いた。そろそろ春が来る。地震から 1 年が経とうとしている
のを改めて実感したのとともに、集落がとても明るい印象を
受けた。その仕掛け人は中村圭さん。中村さんは、中学卒業
まで西原村に住んでいたこともあり、同級生 5 人と「Noroshi
西原」を昨年 5 月に立ち上げ、大切畑をはじめ、西原村の各
地でボランティアと住民が一緒に花を植える「ガレキと一輪
の花プロジェクト」を進めている。大切畑での菜の花カフェ
などについてお話しを伺った。
　「はじめは、色々な所からボランティアに来てくれた人に何
か証を残してもらおうと、自主避難所に花を植えました。花
を植えると、ガレキばかりの風景ががらりと変わります。人
のつながりも生まれます。その後、仮設住宅でも花を植えたり、
荒れている花壇に植えたりしました。水が来なくて休耕して
いた農地にヒマワリを植えて、巨大迷路を作ったりもしまし
た。」
　熊本にボランティアに来たという証に住民の方と一緒に花
を植えるという非常にシンプルな活動は、被災地の風景を大
きく変えることができるというだけでなく、一緒に花を植え
た住民の方や花はその後どうなったのだろうかと、ボランティ
アが再び被災地を訪れる大きなきっかけにもなる。地域や風
景とのつながりを意外と持ちにくい災害ボランティアが、こ
れをきっかけに熊本を繰り返し訪れ、ファンにもなりうる大
きな可能性があることは、復興を考える上で大きな意味があ

る。
　「なぜ菜の花か。時期的なこともありますが、収穫してお
菓子などに加工できるということも大きいです。大切畑で菜
の花を植えられたのは、地震で全壊した後に大切畑で再建さ
れた菓子店『サカタスイーツ』さんが同級生だったというこ
ともあります。お店の周辺の更地や畑に種をまき、菜の花の
中にパラソルを立てて、期間限定の菜の花カフェをオープン
することができました。菜の花カフェは集落の方にも喜んで
もらえました。」
　更地一面に広がる黄色い菜の花と、そこでゆっくりとお茶
を飲む来訪者の姿は、被災地とは思えないほどの明るさを集
落にもたらしていた。そして中村さんは、花が散った後のこ
とも考えていた。
　「菜の花カフェが終わった後、種を収穫して、益城町の坂
本製油さんで絞ってもらったところ、4 升のなたね油が採れ
ました。サカタスイーツさんに、このなたね油を使ったフロ
ランタンなどを作ってもらおうと考えています。」
　花がきれいということだけでなく、収穫し、加工すること
ができるところが菜の花のいいところである。ここから集落
の新たな名物が生まれれば、こんなに素晴らしいことはない。
それを気負うことなく楽しそうに、真摯に取り組んでいる中
村さんの姿が印象的であった。
　毎年春になると菜の花が咲くことで改めて地震のことを思
い出し、花が散った後も復興のシンボルになりうる大きな可
能性を秘めていることを、中村さん達の取り組みから感じた。

　左写真／更地一面に菜の花が咲いた大切畑集落
中上写真／大切畑での菜の花カフェの様子

中下写真／フロランタンの売り上げの一部は巨大迷路のヒマワリの種の購入費用に
右写真／ Noroshi 西原の代表の中村圭さん
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菜の花畑から広がる集落の復興　～ Noroshi 西原の取り組み～
柴田祐（熊本県立大学環境共生学部居住環境学科）



　私は、熊本市をはじめ全国の政令市と東京都の公園担当
者が集まる大都市都市公園機能実態共同調査実行委員会

（事務局：（一社）日本公園緑地協会）の調査員として、こ
れまでに阪神・淡路大震災（神戸市）や東日本大震災（仙
台市）等での公園の利用実態調査に携わってきました。
　熊本地震では、本震が発生した平成 28 年（2016）年
４月 16 日から約１週間の間に、熊本市を中心に、益城町、
合志市などの約 70 ヵ所の公園で調査を行ないました。

　その中で、過去の震災と比べて特徴的だと感じたのは、
公園内に避難してきている自動車の数の多さで、行政の計
画上では控えるべきだとされてきた「自動車による避難」
や「車中泊」が、現実の都市や災害の状況によっては大量
に生じることを思い知らされました。さらに、ある公園
で共助活動にあたる人から、自動車による避難特有の流動
性や避難状況の把握の難しさについてお聞きし、公園管理
者として意識していかねばならない事項だと強く感じまし
た。
　また、学校などの指定避難所が開設されていても公園に
留まる人が多く見られ、何人もの方から「揺れが続く間は
建物から離れていたい」とする声を聞いたことから、避難
におけるオープンスペースの役割を再認識したところで
す。

　中でも印象深かったのは南熊本駅近くの公園で、大きな

樹の下に敷かれたシートにお年寄りが集まり、その横では
奥さん方が家庭用の小さな鍋釜で炊き出しの準備をし、男
性陣はありあわせのバケツで遠くから水を運んできている
という光景でした。特段の防災施設が無くとも、身近な小
公園に見知った顔が集まって支え合う姿は、コミュニティ
防災のあるべき姿を見たように思いました。

　振り返れば、大正 12 年（1923）の関東大震災からの
復興では、学校と小公園とを一体的に整備する「学校公園」
が取り入れられ、これが戦災復興事業の中で全国的に広が
りました。

　平成７（1995）の阪神・淡路大震災では１～２週間以
上におよぶ避難生活の場として 1,000㎡にも満たない公園
が多数活用されたことで小公園の防災機能が注目され、災
害用トイレやかまどベンチなどの防災施設の開発と普及が
進みました。

　そして今回の熊本地震は、学校公園、防災施設を取り入
れた大都市を襲った直下型地震です。その中で見られた小
公園への避難行動や共助活動の姿、自動車による避難への
対応等は、今後の小公園のあり方を考える上で非常に示唆
に富むものでした。この調査結果を全国に発信するととも
に、被災地の復興まちづくりにも活かしていただけるよう
なお手伝いを続けていきたいと考えています。

左写真 / 沼山津公園 (2016 年 4 月 21 日 )　　右写真 / 八王子公園 (2016 年 4 月 16 日 )
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調査

コミュニティ防災と小公園
恵谷真（（株）公園マネジメント研究所）



　( 公財 ) 都市緑化機構では 1995 年の阪神・淡路大震災以
降、地震災害を中心とした被災地の調査を行い、防災公園、
緑とオープンスペースに関する知見を積み重ねていくととも
に、様々な事業や機会を通じて被災地の復興支援を行ってい
ます。
　被災地への「花・みどり提供事業」を東日本大震災直後の
平成 23 年 4 月より実施しています。そのきっかけの一つと
して、1999 年に台湾で発生した 921 大震災後の現地調査が
ありました。その被災地に設けられた仮設住宅の空間構成は、
住宅の周りに植栽帯や植物を多く並べ、さらに敷地の中央に
は小公園と見まごうばかりの広場を設けるなど、阪神・淡路
大震災やそののちの新潟県中越地震などで見られた日本の仮
設住宅地とは大いに異なる景を成していました。
　そこで、被災された方が生活する仮設住宅地の中にコンテ
ナの花壇を提供することで、限られたスペースであっても生
活環境を改善し、花・みどりに親しんでいただくことを通じ
た精神的側面からの支援を目指す取組を始めました。平成
27 年度までの 5 ヵ年に計 15,278 セットを、東日本大震災の
被災地に提供してきました。平成 28 年度からは熊本地震を
含む、激甚災害の被災地を対象地域として提供を継続してい
ます。
　この活動と連動して、平成 23 年には宮城・福島の一部の
仮設住宅地において、当機構の防災公園とまちづくり共同研
究会の会員ほか、大学生のボランティア参加を募り、現地で
入居者の方々と共に、提供するプランターへ花苗を植え付け
る活動を実施しました。仮設住宅の入居者のみなさんからは、
花や緑との触れ合いの機会を得たことへの感謝の声をたくさ
ん頂きましたが、それ以上に元気な若者との交流が喜ばれた
ように思います。若者の来訪がことのほか喜ばれたのは、特
に訪問先の仮設住宅が、様々な事情から子どもや若い家族が
極端に少なかったこともありますが、「もの」と「こと」が一
緒になることで支援の質が高まることを実感しました。
　また「緑の環境プラン大賞」は、緑化プランを募集し、選
定されたプランに対してその実現のために工事費を助成して
います。被災地に限定していませんが、最近では震災復興に
関連するプロジェクトに対する助成要望も多く寄せられてお
り、東日本の被災地では被災した保育園庭の再生、防災集団
移転促進事業の移転先での緑のまちづくり支援、津波で喪失
した海岸防災林の再生の支援、復興のまちづくりの核となる
市街地の新たな広場づくりの支援など、多彩な活動を支援し
ています。

　熊本では、2016 年度に玉名市の敬愛福祉会敬愛保育園の
園庭整備も支援しています。熊本地震に遭遇し地域の連携や
パブリックスペースの大切さを痛感したことで、保育園の外
構部に地域の人が寄り添える緑の空間を創出するプランが受
賞しました。接する道路は小中学生の通学路にもなっており、
この場所で顔見知りを作りコミュニケーションを図ることで、
災害時にも力を発揮する地域力を育むことが期待されていま
す。
　こうした緑を創出する活動が、快適で人々の心を癒し励ま
す空間づくりとなることはもとより、緑の空間をつくり育む過
程で、人々が関わり交流し、緑が育つと共に関係性の深い豊
かなコミュニティを育むことにつながること、そしてレジリエ
ンスの高い社会づくりにつながる契機となることを願ってい
ます。
参考：　都市緑化機構機関誌「都市緑化技術」84 号 (2012)、36 号 (2000)

　　　　都市緑化機構の各種助成制度の紹介　https://urbangreen.or.jp/grant

上写真／提供しているプランターの例（2011 年 8 月）
中写真／福島市松川第二仮設住宅での記念撮影（2011 年 10 月）　

下写真／敬愛保育園（第 27 回 緑の環境プラン大賞受賞）
（2017 年 5 月）

7

支援
2

被災地における緑化による支援活動について
小松尚美・手代木純（公益財団法人 都市緑化機構）



　（公社）日本造園学会では，熊本地震の時と同様に，1995
年 1 月 17 日の阪神・淡路大震災，2011 年 3 月 11 日の東日
本大震災の発生の際も委員会を設立し，被害状況を調査し，
復旧・復興の支援を行い，さらにそれらを未来に引き継ぐた
めに記録してきました。これら過去の経験には，今後の復旧・
復興を行う際に，参考となるものが含まれています。ここでは，
過去の経験にもとづき，復旧・復興に対して気に留めること
が望ましい身の回りの緑に対する 3 点の心がけを紹介させて
頂きます。
1. いつの間にか消える緑
　身の回りの緑は，いずれの場合も火を防ぐ，倒壊しかけた
建物を支えるなどにより，私たちを助けてくれました。また
建物がなくなるなか残っている緑は，代々継承されてきた地
域の姿を未来に伝えるものとして大切です。しかしながら，
これまでは復興の途上で，「駐車場をつくりたい」や「好み
の緑ではない」といった理由から，いつまの間に消えること
が多々ありました。残っている緑は，私たちを助ける未来に

継承すべき資産との考えのもと，できるだけ守るべきです。
2. 「つながり」と「にぎわい」を生み出す緑を育む活動
　過去の震災の際には，空いた土地を花壇や菜園に整備し，
緑を育む活動を行っておりました。地域の人々が協力して行
う緑を育む活動は，緑とともに人々の「つながり」を生みだし，
地域に「にぎわい」をもたらしました。緑を育む活動に取り
組む際には，環境美化だけでなく地域力を育むことに役立つ
ことを念頭に入れて置くことが望ましいです。
3. 「楽しく」と「無理なく」を心がけた活動
　環境美化や地域力を育むことのみを目的とした活動では，
作業がマンネリに陥り続けることがつらくなる可能性があり
ます。達成までに時間がかかる復旧・復興に関わる活動には，

「食べる」，「つくる」，「遊ぶ」といった楽しい要素を取り入れ
ることが必要です。そしてつらくなった時には，適宜，一休
みして身体に無理を掛けないことも重要です。
　3 点を心がけた活動の積み重ねの果てに，熊本が「美しく，
しなやかな森の都」として復興を遂げることを切に願います。

　京町本丁から浄行寺に下る坂道の「新坂」。明治熊本地
震から 7 年後の明治 29 年に夏目漱石が五高へ着任する途
中、ここから見た熊本を「森の都だな」と言ったと伝わる
場所です。眼下に拡がる坪井のまちなみには、立田山を背
景に、森の都だった面影がわずかに残り、その「みどり」は、
住宅や社寺のものだったことが偲ばれます。
　本震後、様々な壊れ倒れたものを見ましたが、グランメッ
セを現地調査していたとき、駐車場で倒れている植替え直
後のケヤキを見て、はっと気付きました。それまで見てき
た数々の生垣や庭木、街路樹や公園の「みどり」は、当た
り前のように倒れていなかったことです。しかし、復旧が
本格化し、住宅の再建やマンションの新築、更地や駐車場
が増えるなかで、住宅の生垣や庭木、ツタが絡まるノミ目
のある伝統的な切石の塀など、受け継いできた「みどり」
の風景が急速に失われています。震災からの復旧が進む一
方で、熊本の「みどり」は減っているのが実感です。
　建て替えなどで生垣や庭木が支障になることもあるかも
しれません。ですが思い出して下さい。倒れて道路をふさ
いだり、停めていた自動車を壊した生垣はあったでしょう
か。思い出がある、葉っぱの手裏剣をつくって遊んだイヌ

マキの生垣、運動会の頃に香ってきたご近所のキンモクセ
イ、卒業・入学の記念撮影をしたサクラの街路樹など、「み
どり」は、地震で倒れたり、何かを壊したでしょうか。
　平成 7 年の阪神・淡路大震災でも被災地を現地調査し
ました。熊本地震とは違い大規模な火災が発生し、そこに
は燃え拡がるのを食い止めた生垣や庭木、小さな公園、建
物が道路に倒れるのを防いだ街路樹などがあり、命や財産、
ライフラインを守った「みどり」の機能が見直されました。
震災の経験と教訓を後世の人々に継承するため、神戸のま
ちが復興から発展へと前進する姿を木々の生長とともに見
つめていく、震災復興記念公園という新たな「みどり」も
生まれました。
　“ かつて ” 森の都と言われたこの街は、今この瞬間も「み
どり」を失っています。一方で、変わらないもの、思い出
が残る風景は、わずかに残った生垣や庭木だけになりつつ
ある場所もあります。この街で暮らし営む個人や企業の持
ち物の「みどり」を、安全で快適な暮らしのためのインフ
ラとして、ふるさとを継承する土地の記憶として、みんな
で共有する「みどり」として見直すことはできないでしょ
うか。森の都から 120 年目の震災、その復興のために。
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個人の「みどり」。共有する「みどり」
田畑正敏（日本造園学会九州支部副支部長）

過去の経験が伝える身の回りの緑に対する心がけ
渡辺貴史（長崎大学大学院水産・環境科学総合研究科）


