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はじめに
かつて造船業で栄えた北加賀屋も、現在は高齢化が

進み、新旧住民同士のつながりが希薄になっている

という課題があります。

地域にある空き地を、地域内外の方々が力を合わせ

て育てていく「農園」として整備し、地域のつなが

りを生み出し、生きがいのあるまちをつくることが

この事業の目的です。

野菜づくりや収穫したものを食べることには、心と

体に健康をもたらし、普段の生活をより豊かで潤い

のあるものに変える力を持っています。この農園で

北加賀屋のまちを元気にしていきます。
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2030年の日本は
“超高齢化社会”です。

世代を越えて支え合い、
生きがいに溢れた地域をつくることが必要。
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社会のしくみが大きく変わる中、私たちの暮らしも変わっていくのかもしれません。

天災、環境、福祉、食、教育など日本には様々な課題があります。課題を解決していく

には、一人一人が当事者意識を持ち、協力しあうことが重要です。

農が注目されています。

左図からもわかるように、現代の日本の食卓に並ぶ料理の半分以上は外国か

らの輸入品で占められています。

今、食の安全性が重視され、食生活の見直しが求められている中、農が注目

されています。自分たちで育てた安全でおいしい野菜を食べることへの喜び

や達成感はもちろん、自然に触れることによる癒しや心の安らぎ、農作業を

とおした出会いや交流なども、新しい農の魅力として考えられています。

食料自給率の低下

参照：農林水産省　平成22年度食料自給率をめぐる事情

日本の全ての地域で人口が減少すると予測されています。

高齢者が社会を支えていくことになります。

地域の若者と高齢者が手を取り合い、「自分たちの地域は自分たちでつくっていく」

という気持ちをもつこと、

さらにこれからの高齢者が主役となる社会では、定年後も“いきがい” をもって生活を

送れるような地域をつくることが必要になってきます。



Osaka City

Osaka

北加賀屋

北加賀屋クリエイティブ・ビレッジ構想
千島土地が所有する空き家や工場跡地な

どの遊休不動産にアーティストやクリエ

イターを誘致し、北加賀屋を新しい芸術・

文化の発信地として活性化していくこと

を目指しています。

旧ビジネス旅館をリノベーションした

アーティスト・イン・レジデンス、防潮

堤をキャンバスにしたウォールペイン

ティング、廃工場をリノベーションした

複合アートスペースなど、まちの資源と

アートの融合を行っています。

地域の魅力を発信して、若い新しい住民を呼び込んでいくこと、まちに昔から住んでい

る高齢者にとっても潤いのある豊かな暮らしができ、生きがいのあるまちづくりを行う

ことが求められています。

また、地域の人同士がつながる場や機会を作り、コミュニティをつくっていくこともこ

れから重要になります。

Hyogo
北加賀屋の課題

少子高齢化

空き地や遊休地が多い

新旧住民の交流の場が少ない



生活を豊かにする

地域の新たな魅力を発信する

地域のつながりをつくる

農が

変えるまちの

暮らし

農作業を通して体を動かしたり、収穫できた野菜を食べたりすることを通して、

心身の安らぎや癒し、健康を得ることができます。また作物を収穫に向け大切に

育てていくことが新たな生きがいとなり、生活に潤いをもたらします。

他にはないこの農園独自の取り組みを広く発信し、北加賀屋の魅力を伝えます。

またアーティストやクリエイターと連携し、様々なイベントやワークショップを

行い先進的な取り組みを展開していきます。

日々の農作業や、話し合いを通して地域のつながりを築いていきます。また、収

穫祭などのイベントでは地域内外の方を招き、農園の恵みを共有し、さらにつな

がりを広げていきます。

農園の目的



世界中の「農」のある豊かな生活 

アメリカのカリフォルニア州にある中学校の駐車

場を農園に変えたプロジェクト。

この農園で、子どもたちは、野菜の育て方や調理

の方法だけでなく、算数や理科、歴史、美術、国

語など、様々なことを学んでいます。農園の誕生

をきっかけに、荒廃した中学校も再生していきま

した。

エディブルスクールヤード

教育と農

滋賀の若手農業後継者組織「konefa」と、ラジオ

局FM802のアーティスト発掘プロジェクト

「digmeout」が取り組む、農とアートをつなぐ

取り組み。イラストレーターや写真家など、各分

野のクリエイターが「農家アート」を制作。日本

各地で「農家アート祭」を開催し、マルシェや作

品発表などを行っています。

konefa( 農家アート祭 )

アートと農

デンマーク発祥の農園コミュニティ。現在、小田

原市江之浦で日本初のコロニヘーヴが実践されて

います。集合住宅などに住んでいて庭を持てない

人が小さな小屋と庭を借り、仕事終わりや週末は

そこで農を楽しんでいます。小屋によっては電気・

水道などがあり、簡単な生活ができるようになっ

ています。

コロニヘーヴ

コミュニティと農



みんなでつくる農園

専門家やクリエイターとの連携

学びや出会いを楽しむ農園イベント

栽培、管理などチームで協力して行います。それぞれの出来ること、得意なこと

を活かしながら、野菜づくり、農園の看板やイスなどの設備づくり、収穫祭イベ

ントの企画などを協働で行っていきます。

野菜づくりに関しての知識をプロの農家に教えていただく、イスや倉庫といった

ものづくりを建築家に監修していただくなど、それぞれの専門家やクリエイター

の方にご協力いただきながらプロジェクトを進めて行きます。

勉強会や見学会などを行い、農についてみんなで学び、収穫祭などのイベントで

は地域の方や農園に興味のある方をお招きして、より多くの方に農園を知ってい

ただき、出会いや交流を生み出していきます。

北加賀屋で

はじめる

みんなの農園

農園の特徴



2011年11月～12月、プロジェクトの概要を地域

の方々にお話ししました。北加賀屋で生活されて

いる住民のみなさんや、地域に拠点を構え活動し

ているアーティストやクリエイターに、「農園に

何を期待するか？」「将来北加賀屋にどうなって

欲しいか」などの意見をいただきました。

プロジェクト説明会

2012年2月～3月、地域の方々とテーブルを囲みな

がらクリエイティブファームの目指す方向性や、や

ってみたいイベントなどについて話し合いました。

農園をきっかけに健康的な生活を手に入れたい、北

加賀屋ブランドの野菜をつくりたい、地域の多世代

の交流のきっかけにしたいといった要望があがりま

した。

北加賀屋で「農」を
考える会

2012年7月、一緒に農園をつくっていくプロジェク

トメンバーが集まり、これからどんな農園にしてい

きたいか話し合いました。

3つのチームにわかれて、育てる野菜の種類や畝の

形、苗を調達する役割分担などを話し合い、農園を

始める準備を整えました。

プロジェクトメンバー会議

これまでの流れ



ビフォーアフター！

有機肥料を使った土づくり
土づくりアドバイザーの石山さんに監修していただき、有機

肥料や土壌活性肥料などを入れて、土を耕しました。

メンバーはみんな耕耘機を動かしたり、農具を触るのが初め

てだったので、楽しみながらの土づくりができました！

農園づくり

敷地選び ～土の入れ替え工事
北加賀屋のいくつかの敷地から最も条件の良い

空き地を選び、土の入れ替え工事を行いました。

2011 年 10 月

2012 年 5月



農具倉庫づくり
dot architectsの皆さんにご協力いただき、農具倉庫をつく

りました。プロジェクトメンバーも一緒にコンクリートを

打ったり、外壁を貼付けたりしました。木材は、北加賀屋

の旧家具置場に眠っていたものを使いました！

2012 年 7 月 初旬～中旬

畝づくり ～苗植え
2012 年 7 月 下旬

事前の計画をもとに、土を盛って形にとらわれないオ

リジナルの畝をつくりました。畝ができたら、若手農

家の会の出口さんにアドバイスをもらいながら、いろ

いろな種類の苗や種を植えました！



NPO法人とどろみの森クラブ
大阪府箕面市森町に拠点に、「環境共生」、「地域共生」、「多世代共生」をテー
マとして活動している。里山の森を活性化すべく森林の間伐、地域の人たちと
の農業・園芸活動、次世代を担う若者を対象とした里山体験などを行っている。

大阪府若手農家の会 4Hクラブ
大阪府内で農業を営んでいる若い世代の団体。様々な野菜の専門家が集まり、
それぞれのノウハウや知識の共有などを行い農業を盛り上げる活動をしてい
る。一般の消費者と生産者がつながり、農や自然に対する理解を深めてもらう
イベントなどを行っている。

土づくりアドバイザー　石山 陽介
独自に開発した、その場所の土が持つ力を活性化させ野菜づくりに適した土を
つくりだしていく手法で、様々な農家とコラボレーションを行っている。その
うちの一つに、オリジナルの土でつくった安納芋の焼き芋のお店を展開している。

dot architects
北加賀屋に拠点を構える建築設計事務所。設計だけに留まらず、現場施行、アー
トプロジェクトなども手がけている。大阪から国際水準のデザインを発信する
イベント「DESIGNEAST」の運営や高齢者や障がい者にデザインプロセスに参
加してもらう「インクルーシブデザイン」などにも取り組んでいる。

専門家の

サポート

ネットワーク

料理研究家　堀田 裕介
兵庫県猪名川町で「ミーツファーム」 の運営に関わる。デザインから食、アー
トにわたってさまざまなクリエイティブ活動を展開する graf などとともに、こ
の畑の耕作を通じて、新しい農のあり方を実践している。また、食材を使った
モザイクアート「foodscape!」も展開している。



専門家とのコラボレーション事例

暑い中の畝立て・苗植えのあとには、出口さんに

持ってきていただいたとれたての野菜、若手農家の

会の農家さんの野菜を使ったおむすび、北加賀屋の

おいしいお肉を使ったBBQを行いました。これか

ら一緒に農園をつくっていくメンバーの団結を強

めました！

（監修、野菜提供：大阪府若手農家の会 4Hクラブ　出口 和晃） 

苗植え＋BBQイベント

地域の小学生1年生～6年生が対象の食や命の大

切さを学ぶ料理教室。

料理の基礎を学ぶだけではなく、自分たちで種か

ら育てた野菜を収穫し、美味しく食べる方法を学

ぶことによって、子どもの心も一緒に育てます。

（主催：堀田 裕介　助成：おおさか創造千島財団）

旧家具置場に残されていた木材を使い農具倉庫を

施工しました。北加賀屋を拠点に活動している建

築家に監修してもらいながら、農園のメンバーも

一緒に基礎づくりや、壁材の貼付けなどを行いま

した。

（設計、施工、監修：dot architects） 

農具倉庫づくり
種から育てる
子ども料理教室



7 月中旬、メンバーが集まりチームでの農園づくりがスタートしました。個性あふれるメンバーが３チームにわかれ、それぞれに考

えた面白い形の畝で、色々な種類の野菜を育てていきます。しっかり野菜が育ってくれるか楽しみです！

プロジェクトメンバー紹介 

くうねる

斜めのボーダー柄の畝をつくりました。　
野菜の成長を定期的に撮影して「くうねる通信」と

して情報発信していきます。

【メンバー】
みずさん / よっこさん / ちねんさん / ハッサン /みほさん
こうやくん

育てる作物
イチゴ ／  ナス ／ ピーマン 

辛味大根 ／ モロヘイヤ

ニンジン ／ カブラ 

白ネギ ／ ししとう

マリーゴールド

育てる作物
イチゴ ／ 小豆 ／ トマト

バジル ／ ニンジン 

スイートコーン

オクラ ／ ナス ／ ブルーベリー

ものづくりが得意なメンバーが多く、畝も直線と曲
線をうまく配置したかっこいい形ができました。

【メンバー】
くれいさん / ゆうさん / つのっちさん /  ミホさん / みちこさ
ん / たつえさん / なおちゃん

co:fun

育てる作物
トマト ／ オクラ ／ ピーマン 

ナス ／ ミニレタス ／ パプリカ  

バジル ／ 水菜 ／ ニンジン 

天王寺かぶら ／ 芽キャベツ 

 サトイモ ／ ネギ

北加賀屋がある住之江区の頭文字「S」をモチーフ
にした畝をつくりました。面白い野菜や大阪の野菜
にもチャレンジしていきます。

【メンバー】
ようこさん / あきさん / かずゅさん / えむさん /やさいくん

バジル



studio-L

studio-L は、人と人とを結ぶ会社です。新たに結ばれた人たちが、自らの力で人生を切り開き、社
会の課題を解決できるよう、デザインの力で支援しています。これまでに、いえしま地域まちづくり、
海士町総合振興計画、土祭（ひじさい）、マルヤガーデンズなど、地域の課題を地域に住む人たち
が解決するためのコミュニティデザインに携わってきました。

HP　http://www.studio-l.org

千島土地株式会社

北加賀屋に本社を構え、不動産賃貸業を営んでいます。2004年より地域創生・社会貢献事業として、
名村造船所大阪工場跡地をはじめとする北加賀屋エリアの所有不動産を、アートという切り口で地
域活性化に活かす試みを行っています。2011 年には、おおさか創造千島財団を設立し、更なる創

造活動の支援を推進します。

HP　http://www.chishimatochi.com

NPO法人 Co.to.hana

デザインが持つ「人に感動を与える力」、「ムーブメントを起こす力」、「人を幸せにする力」で
社会問題や地域の課題解決を目指して活動しています。
街づくり、建築、空間、プロダクト、グラフィック、Web サイト、映像、イベントの企画・運営・制作。
各分野にとらわれず、問題の本質を掴み、「ヒト」・「コト」・「モノ」のコミュニケーションをデザ
インします。

HP　http://cotohana.jp

 　【 住所 】
大阪市住之江区北加賀屋2-4-6

 　【 行き方 】
大阪市営地下鉄四つ橋線「北加賀屋」駅
4番出口より徒歩5分

 　【 お問い合わせ 】
北加賀屋クリエイティブファーム運営事務局（NPO法人Co.to.hana内）

TEL：06 - 6654 - 8830
MAIL： info@cotohana.jp

一緒に農園をつくるメンバー募集しています！！
お気軽にお問い合わせください。

当農園には駐車場がありません。車でお越しの方は、近隣の有料

駐車場をご利用ください。

また、近隣のご迷惑になりますので見学の際は農園付近での騒音、

大きな声での会話などはご遠慮ください。

Crea
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北加賀屋駅南港通

造船
所通

新
な
に
わ
筋

北加賀屋公園
市立加賀屋小学校

北加賀屋クリエイティブファーム

企画・運営農園の場所



北加賀屋　農園 検索

http ://k i takagaya .exblog . jp

北加賀屋クリエイティブファームブログ

「北加賀屋クリエイティブファーム」は、千島土地株式会社の地域創生・社会貢献事業の一環で実施しています。


