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【議事概要】
１．開会
２．議題
３．議題
（１）前回の振り返りについて
（２）開催テーマ、シンボルマーク等について
（３）メイン会場の事業内容（イメージ）等について
（４）緑化推進事業（NEO GREEN PROJECT）について
（５）その他
大西市長

改めまして皆さんこんにちは。熊本市長の大西でございます。本日は第２回の全国都
市緑化熊本フェア基本計画検討委員会の開催をしましたところ、大変お忙しい中、ま
た雨の中ですね、ご出席をいただきまして誠にありがとうございます。心から感謝申
し上げます。
また、蓑茂会長をはじめ、委員の皆様方本当に色々なご経験ご見識をお持ちの方ばか
りでいらっしゃいますので、ぜひ、この緑化フェアの基本計画にまたいろいろとアド
バイス頂ければ、幸いに存じているところでございます。それからご報告がございま
すけれども、今回のフェアにおける広報、演出面でのアドバイザーということで、放
送作家として様々な分野でご活躍であります熊本ご出身の小山薫堂さんにご就任を頂
きました。アドバイザーとしてのご経験も豊富な小山さんは、くまモンの生みの親と
いうことでもあるわけでありますけれども、いろいろなアイデアもお持ちであるとい
う事でありますし、今日は少し遅れているという事でありますけれども、ご本人がお
見えになれるということでございますので皆様方にご報告をさせていただきたいと思
います。また前回の検討委員会でご説明をさせて頂きました、他の市町村との連携で
すね、これ非常に重要だと思っておりますが、お声掛けをいたしました県内の４５市
町村から当フェアへの参画についてご賛同を頂いたという事でございまして、まさ
に、オール熊本の体制で、この新しい時代の緑化フェアで全国に向けて熊本の魅力を
発信し、また熊本の復興をアピールする大きなイベントとして、大きな契機になるの
ではないかなというふうに考えてるところでございます。今回の第２回目の検討委員
会では、開催テーマそれから愛称、またシンボルマークのほか、各メイン会場の事業
計画等について、それぞれご議論をいただきたいというふうに考えております。限ら
れた時間ではございますけれども、どうか委員の皆様方におかれましては、忌憚の無
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（事務局）

（河島委員）
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いご意見等を賜りますようお願い申し上げまして、冒頭にあたりましてのご挨拶とさ
せて頂きます。どうぞよろしくお願いします。
ありがとうございました。なお、大西市長におかれましては、公務の都合上ここで退
席とさせて頂きます。
続きまして今回委員に変更がございましたので、ここでご報告させていただきます。
熊本市中心商店街等連合協議会会長におかれましては、安田次郎様から河島一夫様に
変更となっております。河島会長よろしくお願い致します。
はい、今しがた言われた通りです。河島と申します。よろしくお願い致します。
また、本日は先の市長あいさつにもございました通り、広報・演出アドバイザーにご
就任頂きました、小山薫堂様におかれましても、後ほどご到着され次第出席頂くこと
になっておりますので、皆様どうぞよろしくお願い致します。
～配布資料の説明～
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（事務局）
（蓑茂会長）

（委員全員）
（蓑茂会長）
（事務局）
（蓑茂会長）

（久我委員）

皆さんこんにちは。それではさっそく会議に入りたいと思います。その前に傍聴の方
の確認をしたいと思います。事務局いかがでございますでしょうか。
事務局でございます。傍聴の方は本日１名でございます。傍聴される方におかれまし
ては、お手元の傍聴される方への注意事項に記載しておりますように、会議中は静粛
にして頂きますようよろしくお願い致します。以上でございます。
それでは、議事次第にのっとりまして会議を進めていきたいと思います。大変お忙し
い方ばかりでございますので、時間厳守で進めたいと思いますので、ご協力のほどよ
ろしくお願いしたいと思います。最初に、前回の会議の振り返りという事を資料１に
基づいて説明をお願い致します。
～資料１の説明～
はい、ありがとうございました。私の方から補足しますと、前回は全国都市緑化フェ
アというのは、だいたいどういうものかという話を一つ議論いたしました。それから
熊本は２回目の都市緑化フェアをやりますので、その４０年ぐらいの時代差というも
のをどういう風に考えて基本構想を立てたかという話をさせていただきました。それ
から今日のメインになろうかと思いますけれども、開催テーマやあるいはシンボルマ
ーク等についてはどういう決め方をしようかなという素材を出して頂きました。それ
に沿って、先ほどの小山さんの話も出てきたわけでございます。それから、今回の緑
化フェアは２巡目の、東京や大阪は２巡やっていますけれども、地方都市としては本
当に初めての２巡目ですので、従来のものをそのまま踏襲するのではなくて新しいも
のを発信する必要があるだろうと、その意味では一過性のお祭りにするのではなく
て、前と後ろをきちんとやるための NEO GREEN PROJECT というのを熊本では発想した
と。それについて、今、ご紹介のあったようなご意見を頂いたということでございま
す。何か、ご意見等ございませんでしょうか。よろしいですか。村上さんからご指摘
頂いた調達の話もフォローアップをするという事です。
それでは、これはご承認頂いたということでよろしいでしょうか。
はい。
はい、ありがとうございます。
それでは、２つ目の説明をお願いします。開催テーマ、シンボルマーク等について。
～資料２の説明～
はい、わかりました。それでは、前半の部分ですね。小山さんがおいでになるまでの
間、小山さんを選んだということはこれでいいと思いますけれども、イメージキャラ
クターのくまモン、それからシンボルマークの制作の方法ですね、これについて何か
ご意見がありましたら賜りたいと思います。
商工会議所の久我と申します。意見ではないんですが、質問を申し上げたいんです
が、地元デザイナーによる公募の参加資格要件のところに②で、主としてデザインや
イラスト作成を生業としていることという風にございますけれども、私どもの企業の
会員の中にも、デザインを生業にしているところもあれば、各企業の中でデザインを
担当して、そういう職責にある者もいるわけですね。この場合のくくりというのはど
こまで、例えばそのあくまでデザインの会社を自分でやっているところに留まるの
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か、それとも、企業の中でデザイン部門を担当してやっているところまで含めて考え
るのか。私としては広く定義した方がいいんではないかなと思うんですけれども。そ
のお尋ねです。
事務局いかがですか。
ご意見ありがとうございます。事務局としましても、偏った公募ではなくて広く門戸
を開いて応募して頂きたいという風に考えておりまして、もちろんご自身が立ち上げ
られている事務所とかそういった方も可能ですし、企業に法人に所属しておられるデ
ザインの方も会社の同意が得られれば OK ということにさせて頂きたいと考えており
ます。
『生業としている人』という表現を考えなくちゃいけないね。
色々な形が考えられるかと思うんですけれども、そういった法人に所属している中で
のデザイナーの方や個人で起業されている方、他に、例えば教室などを開かれている
方、それで生計を立てられている方もいらっしゃると思いますので、なるだけ制限と
いうものは広くしてですね、かなり多くの応募を頂きたいという風にこちらとしては
考えているところでございます。
公募要件で出すのでしょうから、その表現を考えなくちゃということ。念をおしてい
るわけ。幅広く応募してもらえるようにするということです。他には。はいどうぞ。
お城まつりの岡村と申します。
質問と意見というところなんですが、まずはこのシンボルマークの公募についてなん
ですが、もう純粋にこの採用されたデザイナーさんはあくまでこのシンボルマークだ
けに携わるのかどうかというところが、１点確認させていただきたいというところで
す。
事務局です。こちらの公募の方で選ばれましたデザイナーさんにつきましては、今後
パンフレットとかチラシ、一体となったチラシというものが効果的かなと事務局とし
ても考えておりまして、まだ決定はしておりませんけれども、そういった制作にも携
わって頂きたいという風には考えているところでございます。
ありがとうございます。まさにそこの意見を話したかったんですけれども、どうし
てもこういう大きなイベントになると、その案件ごとにコンペが開かれて、まった
く違うデザイナーが温度感のズレがあったりとかでバラバラとイメージが統一され
ていないような、リーフレットであったりポスターでも見かけますので、できれば
核になるシンボルマークが核になってくると思いますので、その辺のしっかりとイ
ベントの意義であるとかそういったものをしっかり理解した方に、今回は小山薫堂
さんにアドバイザーとして入っては頂きますけれども、実際デザインとかにアドバ
イスとは頂けても、いじったりとかはされないと思いますので、その辺をアートデ
ィレクションというかそういうポジショニングみたいなものを与えてというか、そ
ういうことまで出来るとなると、よりモチベーション高く公募に参加して頂けるん
じゃないかなというふうに思いましたので意見とさせていただきました。
はい、大変大事なポイントだと思いますね。デザインコードがバラバラになるとだ
めだから。十分参考にして下さい。
ありがとうございます。参考にさせて頂きます。
藤田委員どうぞ。
はい、岡村さんのご意見と関連するんですけれども、資料２－１の左下の破線で囲
ってあるところなんですけれども、このフェア専門のイラスト作成にあたってはプ
ロのデザイナーも関与してくるということですよね。まず一つは「フェア専用のイ
ラスト」というのは何を指すのかという事。２つ目はプロのデザイナーというの
は、小山さんを指しているのか、それともまた小山さんでもなくて、このシンボル
マークを作成する方でもなくて、また、別の第三者のプロのデザイナーというのが
これに当たるのか、これは何を指しているのかという２点教えて下さい。
はい、事務局でございます。こちらのプロのデザイナーと２番のイメージキャラク
ターの下に書いてある部分でありますよね。こちらにつきましては、小山さんとい
うわけではなく、地元のクリエーターの方々にお手伝いを頂いて、何かしらワーク
ショップ的なことができないかという風なところで考えているところでございま
す。
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ありがとうございます。ということは、熊本在住のプロのデザイナーと小山さんと
シンボルマークを作った人、このプロ同士の意思疎通というか統一性を持たせるこ
との合意だとか、そういうところをどうするのかというところも非常に重要だと思
うんですけれども、そういう互いの位置づけであるとか、関係性であるとか、同じ
統一感を持たせるというところの調整は簡単なようで、皆さんプロですから簡単で
もないのかなという風に少し心配するんですけれども、その辺りはどういうふうに
考えていかれるんでしょうか。
すみません。今、こちらの部分のプロのデザイナー。そちらにつきましては、デザ
イナー志望する、または絵の好きなお子様方と地元のクリエーターの方々との交流
といいますか、プロの仕事を学ぶではないですけれども、そういったところで子ど
もさんたちと地元のクリエーターの方々が参加して学んで頂くようなワークショッ
プができないかと、そこでくまモンの装飾、フェア専用のくまモンなどを作り上げ
ていけないかというところで、今検討しているところでございます。
ありがとうございます。ということは、そうやってくまモンに何か装飾したものが
実際それが何かキャラクターになって出ていくわけですよね。で、そこのデザイン
に対して小山さんだとか他の例えばシンボルマークを作った方だとか、そういう人
たちとのすり合わせというのはおかしいかもしれないですけれども、フェア全体の
共通した、統一したイメージであるとか、そういうものはどういうふうに担保する
んですかという質問です。
それにつきましては、まだ決定しておりませんけれども、ご意見を頂きながら、こ
れにつきましてはまだ検討中でございますので、そこは市民投票など幅広く市民に
参加して頂くために投票するとか、そういうことも考えておりますので、そこはま
たこれからご意見頂きながら設定していきたいという風に考えております。
ありがとうございます。そこに、市民投票が入ってくるのはおかしいと思うので、
そういうところ気を付けて進めていってください。
はい、ありがとうございます。
多分、プロのデザイナーと言っているのは、ワークショップのファシリテーターと
して、そういう人に入ってもらいたいという事でしょ？
はい、そういうことでございます。
よく理解して進行させないと、辻褄が合わなくなるからね。よろしくお願いしま
す。他にはございませんでしょうか。他のこれまでのフェアのシンボルマークの説
明はいいのかな。こういうのがありましたというだけ？
はい。参考として載せさせて頂いております。
他にはございませんでしょうか。２－１ページについて。
今度の緑化フェアはできれば、たくさんの外国人のお客様にも来てもらいたいなと
思っておりまして、今、この時代なんでロゴマークもグローバルに外国人にも一目
でわかるような、そんなデザインにして頂くと非常にいいかなと思いますので、是
非ご検討頂きたいと思います。この「ひろしま はなのわ」とありますけれども、
外国人には分からないと思いますので、その下にちょっとキャッチーな英語のロゴ
を入れるとか、そういうのが外国人の人も来やすいと思いますので是非ご検討の方
をよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
多分、以前やった緑化フェアというのは、都市に緑をとにかく入れるという、そう
いう運動だったと思うんですけれども、今回は快適な都市で人の流れができて経済
が潤うということが非常に大事なので、そういった意味では今おっしゃったグロー
バルで分かりやすいものを作るというのが大事なポイントだと思いますので、よろ
しく反映させるようにして下さい。小山さんの到着がちょっと遅れているようでご
ざいますから、次の２－２については、ご本人から話してもらった方が分かりやす
いと思いますので、ちょっとペンディングにさせて頂いて到着後にお聞きすること
にして、その次の議題を先に進めさせて頂きたいと思いますけれどもよろしいでし
ょうか。ご理解ありがとうございます。それでは次の資料３について説明をしてく
ださい。
～資料３の説明～
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はい、ありがとうございました。いくつか内容があろうかと思います。まずは、３
つの会場のイメージづくりをやってきましたということですね。特に地域の方との
協働というのを大事にしていますので、そことのいろいろな打ち合わせをやっても
らったようでございます。その結果、可能性があることで主にこんな案が出てきて
いるということであります。２つ目には、市民意見、オープンハウスを設けて市民
意見を集めてきましたと。１３９サンプルなんですけれども予想通りというのか、
なかなか知られてなかったということですね。ですから、まさに今日お願いする情
報発信が重要だということになろうかと思います。それから３つ目は、開催期間に
ついて、こちらはなかなかはっきりとケース３でいきたいという具体的な提案があ
りました。以上についてご意見を賜りたいと思います。どこからでも結構でござい
ます。
言葉の問題なんですけれども、「まち山」という言葉はあるんですか。「里山」だ
ったらイメージが湧くけれども。
「まち山」という言葉につきましては、造語というか、今回くまもとフェアで新規
に作ったというところでございます。昨年度基本構想を策定する際に委員会の中
で、市街地の中にある山ということで、まち山としてはどうかというご意見もあり
ましたことから、このようなネーミングとさせていただいております。
いいですか。
はい、どうぞ、提案者かな。
はい、私の方から補足をさせて頂きます。「まち山」という言葉は確かに聞きなれ
ない造語です。一方で「里山」というのは認知度もあってどういうものかというこ
とも、みなさんイメージがつくようになってきました。「里山」には定義があっ
て、それと立田山というのは少し様相が異なるというところがあります。この都市
緑化フェアということもあって「里山」というと、どうしても中山間地であると
か、そちらの方の山と里というところがイメージされますので、あえて「まち山」
という名前を付けて立田山をそういう新たな価値を持った熊本市、政令市の中にあ
る貴重な自然資源が豊かな場所というふうな印象をつけていきたいということで、
あえて、最初は事務局としても「里山エリア」という名前がついていたんですけれ
ども、そちらを提案して「まち山」に変更したという経緯がございます。ただ、今
ご意見を頂いたように、これはいきなり「まち山です」と、どんと名前だけを出し
てもその名付けた意味というかメッセージというのが、そのままでは伝わらない、
伝わりにくいということも明らかになりましたので、これはまち山、そして立田山
を会場にするということに込めたメッセージというものをきちんと発信をしていく
必要があるということも言えたなというふうに思います。その辺りよろしくお願い
します。
それがいいと思いますよ。実際暮らしている人間からするならば、立田山はまち山
じゃないから。立田山エリアにした方がよっぽどいいんですよ。
エリア設定につきましては、一度事務局の方でもう一度検討させて頂きたいと思い
ます。
熊本は他の都市と比較しますと、昭和の初めに風致地区をいっぱい指定しましたよ
ね。それが非常に効いているんですね。結果として立田山みたいなものがポカーン
と都市の中であるんですよね。これは案外、熊本の人はそのありがたさが気づいて
いないんじゃないかということで、今、甲斐委員がおっしゃったみたいに、本当に
街の中なので立田山という一つのエリアなのだよという事を、もっともっと顕在化
させようというそういうきっかけに今回の緑化フェアがなったらいいなという思い
もあるんじゃないかと思っております。今の甲斐委員が本当の市民の感覚だと思い
ますので、そことの展開の仕方を良く考えてもらいたいと思います
文化的には非常に貴重な場所なんですけれどもね。
そうですね。漱石だとかみんな親しんだろうから。そういったことも含めてやって
下さい。
貴重なご意見ありがとうございます。街なかエリア、水辺エリア、まち山エリアと
いうふうな３つに分けて、例えば街なかエリアだったら桜町、花畑というそういう
地名のエリアが指定されておりまして、水辺エリアでしたら、水前寺、広木とかに
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（蓑茂会長）
（甲斐委員）

（事務局）
（甲斐委員）
（蓑茂会長）
（都市建設局長）
（蓑茂会長）
（岡村委員）

なって、まち山に行ったらいきなりお祭り広場エリアだとかですね、立田山のゾー
ニングのエリアになっているという、ちょっとトーンも違いますので、立田山とい
うのが確かに入っていないというのも事実でございますので、持ち帰ってこのエリ
ア設定については検討させて頂きます。
他には。はい、どうぞ。
街なかエリアの中の花畑広場というのがどこかという特定がされていないんですけ
れども、どこになるんですか。花畑公園とか辛島公園とか熊本城ホールとか、シン
ボルプロムナードというのはイメージできるんですけれども、花畑広場というのは
どこですか。
はい、事務局でございます。現在の辛島公園の北側に、仮称花畑広場として毎週土
日にイベントが行われているところでございます。
分かりました。ありがとうございました。
あれは、まだ仮称だね。
まだ、条例上、仮称であります。緑化フェアの時には取れていると思います。
はい。他には。どうぞ。
意見というほどのものではないかもしれないんですけれども、今年開催された松本
に視察に行かせて頂いたときに、もちろん全くロケーションは違うので、あれなの
ですが、お花の美しさとかそういうのはあったんですけども、よりそれを際立たせ
ていたのが、やはりアルプスの背景があったところが、非常に信州は美しかったな
というふうに感じました。もちろん、お花でも十分熊本らしさとかそういう演出は
できるとは思うんですけれども、やはりより一層ビジュアルでバッと、特に SNS と
かを考えた時に、お花の向こうに写っているロケーションみたいなものというの
が、県らしさみたいなところが、お花の説明を SNS に書く人はいないと思うので、
「これ熊本でやっているんだなー」みたいなものがなかなかわかりづらいと思うん
ですけれども、信州の場合は特に空港のすぐ横ということで、飛行機の離発着のタ
イミングでみんな、写真を待ち構えていてですね、お花畑の向こうにアルプスがあ
って、飛行機が飛び立っていく写真を皆さん一生懸命撮ろうと思って、あまり松本
空港飛行機飛ばないものですから、飛ぶ時間に一生懸命皆さん三脚立てて待ってら
っしゃったんですよね。そういう熊本らしさみたいなものをビジュアルでも見せ
て、それが自然と拡散していくような、印象を作っていくことが大事かなと思いま
すので。そう考えたときに、熊本で何ができるかとなったときには、やはり熊本城
をどう活かしていくのかというのが一番の大事な演出になるんではないのかなと思
いますので、もうあと何年後なので「なになに映え」みたいなものが流行っている
かは置いておいて、ただいずれにしても写真を撮ってというのは、いずれにしても
旅行先でされるものですので、何かそういう写真スポットみたいなものを、よりこ
の街なかエリア、特に熊本城を背景にした部分で少し意識して頂いて、演出して頂
くといいかなというふうに思いました。あと、さっきちょっとアクセスの話しもあ
りましたけれども、水辺エリア、まち山エリアに対する誘導の仕方というのはどう
されるのか。松本に行かせて頂いた時に、駅からのシャトルバスというのは結構出
ていて、常時、駅前に係員の方がいらっしゃって、誘導されていたというのがある
んですけれども、これを、メイン会場の街なかエリアだとバスターミナルを降りて
すぐなので、なんとなくわかられるかなと思うんですけれども、水辺エリア、まち
山エリアにどう誘導していくのかなというところのですね、アクセスをどうされる
のかというところを一点確認させて頂きたいと思います。その上で、今議題に上が
っていたまち山エリアですけれども、非常に我々にとって身近でありながらも、な
かなか行く機会が正直なところなかったりもありまして、こういうところでキャン
プみたいなものが、日頃なかなかできないんですけれども、そういう熊本の街なか
でキャンプができる、実は９月に金峰山のちょっと今使えなくなっていますけれど
も、少年自然の家で「手ぶらでキャンプ」というイベントを西区の方で実施される
んですけれども、２日間もう既に定員いっぱいでキャンセル待ちさえできないよう
な状態になっているというのをお伺いしております。非常に身近な所で非日常体験
をするというのが、なかなかできない機会ですので、立田山で泊まるからこそ見え
る、日中ハイキングとかで行かれる方はいらっしゃると思うんですけれども、なか
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（蓑茂会長）
（事務局）

（蓑茂会長）
（甲斐委員）

（事務局）

（蓑茂会長）
（桑原委員）

なかその朝からの景色であったり、夜そこで見上げる星空とかをなかなか見る機会
がないと思いますので、そういう泊まるキャンプみたいなことが実際にできるとい
いなというふうに思います。グランピングとかそういうのができれば、より観光
客、外から来た方達もそこに泊まるみたいなことを、より緑化フェアを体験して頂
ける、長い時間体験して頂けるようなことになるかなというふうに思います。それ
で、トレッキングというには、正直、トレッキングと打ち出すには立田山は弱いか
なと思いますので、ハイキングとかですね、ただトレイルランは今ニーズは高まっ
ております。わざわざトレイルランの大会に出るために県外へ行かれたりするニー
ズも非常に高くなっておりますので、何か緑化フェアとスポーツみたいなものを組
み合わせた演出というのが、他のところでやられているのか分からないですけれど
も、そういうことをやることによってより話題性も広がっていくかなというふうに
思いました。すみません、長くなりましたけれども以上です。
３点あったですね。よろしくお願いします。
はい、ご意見ありがとうございます。まず一つ目フォトスポット設置につきまして
は、ご意見の通りでございまして、やはり写真、見栄えがするようなところを設定
したいというふうに考えてございます。シンボルプロムナードにおきましてもちょ
うど熊本城が見える視点場というものもございますので、その辺等をご紹介してい
ければというふうに思っております。２点目は交通の輸送の問題、誘導の問題でご
ざいます。水辺エリア、江津湖公園につきましては市電がございますので、この市
電を是非皆さんに使って移動してもらいたいという風に考えております。そのため
には、市電の中の仕掛けみたいなものも合わせて検討できればという風に思ってお
ります。ただ、課題となりますのが、立田山への人の輸送だという風に考えており
ます。バスが走ってございますし、JR もございます。電鉄もございますが、やはり
便数が少ないというのと、ちょっと離れているというのが懸念されますので、現在
考えてございますのが、他のフェアではシャトルバスを走らせているところがござ
いますので、例えば環境に配慮しました EV バスであったり、そのようなところを検
討していければという風に思っております。また、キャンプでございます。立田山
のキャンプでございますが、最近立田山ではイノシシの問題もあっているのが事実
ですので、イノシシの対策等も合わせて必要ではございますが、子ども達に専門家
の方の意見も聞きながら、今回のフェアは熊本地震もキーワードとなりますので、
防災の観点でのキャンプでございましたり、立田山の自然観察を含めたキャンプで
あったり、その辺の取り組みは専門家の方のアドバイスを頂きながら進めさせてい
きたいなと思っております。最後にトレイルランニングですね、立田山でございま
すが、健康をキーワードにする仕組みとしましては、江津湖の方でもよく皆さん走
っていらっしゃいますので、その辺等も色々検討したいなというふうに考えており
ます。ご意見ありがとうございます。
はい、他には。
岡村さんの意見に大賛成なんですけれども、特にこの３つのエリアというものは体
育協会の会長的な立場から申し上げますと、ジョギングに大変いいコースなんです
よ。それで、「レガシー」という言葉がありますよね。要するにこの緑化フェアを
きっかけに新しい遺産、資産が残った。そういう観点からすると、それぞれのエリ
アにジョギングコースを花で誘導していくような、そんなことができないかと。熊
本市内にこれからホテルがどんどん建ちますから、いわゆる宿泊客数が増えますか
ら、そういう人たちのためにも熊本の魅力を、自分で汗を流すことによって感じて
頂けるような、そういう仕組みを作って頂くとありがたいなと思いました。
ご意見ありがとうございます。健康志向の高まりがすごく大きくなっていると思い
ますので、今ご意見頂きましたジョギングコースに花で彩る、緑で彩る、そういっ
た仕組みについては是非検討させて頂きたいと思います。
是非、入れて下さい。
今までのご質問と重なる部分が多いかと思いますが、立田山のジョギングコース、
登山とは違いますけれども、託麻三山では去年トレイルランコースを新たに市民の
ほうで作りまして、イベントとして去年からやっておりますので、参加者が７０代
の方もたくさん参加されて、とても人気だったことを覚えています。そして、アン
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（蓑茂会長）

（河島委員）

（事務局）

（蓑茂会長）
（村上委員）

ケートの中に興味のある情報や活動で参加したいものという問６に、「家庭で育て
るコツ」とか「講習会・勉強会」についての関心が一番高いということに、とても
関心した次第ですけれども、年代も６０代・７０代の方が多いということもあるの
かもしれませんけれども、こういう体験型のそして学びという部分は非常に大事な
部分ではないのかなと思いました。そして、まち中エリアにはコンテストやいろん
なイベントが盛りだくさんなんですけれども、お花はやはりお野菜と一緒で入れ替
わりがありますので一番いいときというものを写真のコンテストとして、フォトコ
ンテストの写真展示などもイベントの中に入れて頂けると、天気が悪い日に周れな
いときにも、フォトコンテストを眺めるだけでも非常に幸せになれて、また、学び
にもなるのかなと思いますので、実際の生のコンテストとプラス、フォトコンテス
トがあるといいなと思います。そして、先ほどのキャンプのお話の中に、地震の後
はキャンプのような生活をずいぶんしていましたけれども、今はそれだけ人気が出
たということは非常に元気が戻って来ていいことだなというふうに思ったのと、正
式な名称を忘れてしまいましたが、ネイチャーゲームのリーダー研修に参加した時
に、夜中と日が出るもっとも早い時間、４時とか５時くらいに、山の中に一人一人
１０ｍおきくらいにぽつんぽつんと座って、山の音を聞くという体験を１時間くら
いしたことがありますけれども、あの音はイノシシの足音かなとか、いろんな音を
真夜中に、灯も何にもないところで体験したことが非常に印象的でした。子ども達
が、立田山、まち山エリアでそういった体験もできると、ネイチャークラブもたく
さんリーダーもいらっしゃいますし、いいのではないかなと思います。あの、ラン
ダムになってしまいましたけれども、最後に先ほどの講習会、勉強会にちなんでで
すけれども、手入れをするプロの専門家の方々の情報というものを市民の方たちは
欲しいのではないかなと思います。どういうガーデナーがいるのかとか、どういう
部分に得意な庭師さんがいるのかという情報が何かこの機会にわかって、身近な庭
や樹木の手入れをする時に相談するというネットワークというような情報も欲しい
なという風に思った次第です。すみません。ランダムですけれども以上です。
多分、運営プログラムに参考になるようなご意見をたくさんいただけたので、今の
項目を上げて、チェックして下さいね。大事だと思いますのでね。他にはございま
せんでしょうか。
立田山の一つ一つのエリアは全部繋がって、歩いていけるようになっているコース
なっているのかというのと、私、竜南中学校で遠足が立田山の頂上だったんです
が、どこが頂上なのか私わからないんです。さっきから見ているんですけれども。
頂上はどの辺になるのかと、エリアが全部繋がっているのかと、もう一つはあまり
駐車場がないんですよね。立田山周辺にはちゃんとした大きな駐車場がないんです
けれども、こうなってくると東側と西側にも大きな駐車場が必要じゃないかと思う
んですけれども、その辺はどうお考えですか。
まず、立田山の頂上に関するご意見ですが、大変申し訳ございません。南側エリア
というのが右側にございます。それの丸矢印が指してあるポイントが頂上になると
ころでございます。ただ、ここからの頂上の景色というのは全くと言ってはあれで
すが、何も眺望ができないという状況でございまして、その右側で中央展望所とい
うところで、また丸矢印で示していますところが、南側の風景を江津湖まで望める
という展望所がございます。ちょうど頂上とあまり高さが変わらないようなところ
で展望があるというところでございます。各ポイントが繋がっているかというご意
見でございますが、全て繋がっております。ただ、かなり起伏がございます。た
だ、歩いてみると、すごく汗をかきますが運動になるかと思います。最後に駐車場
の問題ですが、委員の御指摘のとおりでございまして立田山については駐車場が少
ないというのが実際のところでございますので、この辺今後の課題ではございます
が、先ほどのシャトルバス等できちっとアナウンスをしっかりやっていかないとい
けないというところが課題として考えております。
他には、はいどうぞ。
３会場の流れについては非常によくできていると思います。その中で、専門分野に
なりますけれども、資料の３－１の中にありますように下通り、シャワー通り、新
市街アーケード内の立体花壇とかそういった花に関する樹木に関する花壇等につい
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（事務局）

（蓑茂会長）

（小山氏）

（蓑茂会長）

（馬場委員）

て、２ヶ月間の水管理、そういったものが非常に大変だと私は思っています。そう
いったところの対処・対応をどういうふうにされるのか、具体的にしておかない
と、下通りあたりでの花壇が２、３本折れちゃって、しおれて枯れたら非常にカッ
コ悪いんです。ピンとしている状態で初めて生きた花壇の評価ができて、すばらし
いなという感動を与えます。そういったことをしっかり市役所の方々考えて頂きた
い。これは、僕は専門の方だったから、他の事はあまりわかりませんけれども、是
非、しっかりと計画を立てて、あとは流れは僕はすごくいいと思います。
ご意見ありがとうございます。私も先日、生産者の方の集まりのところに説明に行
ったことがございますが、生産者の方からの声としましても、熊本の自慢の花を飾
っていきたいというご意見を頂いているところでございます。花の管理等につきま
しては、吉村会長を含めまして、いろいろアドバイスを頂きながら進めさせて頂け
ればと思っておりますので、よろしくお願い致します。
よろしいでしょうか。これに関しましては。小山さんがいらっしゃいましたので、
先ほどの議題にちょっと戻って、ご挨拶頂いてテーマの説明をお願いしたいと思い
ます。
遅くなって申し訳ございません。小山でございます。今回のこのテーマと愛称を考
えて頂きたいとご依頼を受けまして、僕がまず考えたのが一つのイベントが開催さ
れることにどうやって終わらせないようにするか、例えば２０５０年に生きてる人
達が「熊本ってみんないいよね、なんでこんなに熊本の花の消費量がこんなに多い
んだろう」とか、「普通の暮らしの中に緑がたくさんあるんだろう」とか、学校で
先生が子ども達に「なぜか分かる人」と言ったときに、「はい」と誰か手を挙げ
て、２０２２年にこういう万博が開催されました。あれがきっかけで大きく熊本は
変わったんです。東京オリンピックが１９６４年開催されて、いろんなインフラが
整って東京が発展したのと同じように、花のある暮らし、緑のある暮らしのきっか
けを２０２２年につくるということが僕は一番のこの大会を熊本で開催する価値か
なと考えました。なので、人を沢山呼ぶためのワードというよりは、熊本に暮らし
ている人たちの心に響く自分ごとにしていただく。そういうワードになったらいい
かなと思い考えまして、それで、考えてるうちにいろんな想いがあふれてきたの
で、１０個くらい開催テーマは考えました。それぞれは読んで頂いた通りなんです
けど、どれが一番しっくりくるかなと皆さんと共にお話しできたらいいかなと思っ
ております。愛称に関しましては、例えば広島は「はなえみ」とかこういう愛称を
つけてますけど、僕はもっとオーソドックスでオフィシャル感がある、日本全体が
注目してるんだというようなネーミングにした方が熊本の人たちがその気になって
くれるのかなと思い、あえて堅いというか、ありふれたといいますか、オフィシャ
ル感があるような愛称にした方がいいかなと思い、エキスポとかサミットとかフェ
スそういう言葉を、水と緑の未来博とか、そういうものをあえて考えてみました。
これも皆さまと検討できたらいいかなと思っております。
今、お話の通りでございます。今日はこれ一つに決めるということはしませんの
で、ご意見をたくさんいただきたいというのが今日の会議の趣旨でございます。そ
れを踏まえて次回にある程度絞ってご提案をして、お諮りしたいということでござ
いますから、自由にご発言していただけたらなと思います。馬場先生いかがです
か？
小山さんのお話を聞いてちょっと嬉しくなりました。人を呼ぶイベントなんだけれ
ども、熊本に暮らしている人は自分事として、未来の熊本像ができていくというお
話、私もうれしいなと思って聞いていました。長野に行って見させていただいたと
きに専門家の方たちの作品がとてもすばらしく、すごく感動したんですけど、そこ
に、飾ってある場所はメインではなかったんだけれども、例えば若い人たち専門学
校生とか学生さんとかが、すごい創造力たくましく庭をつくっていたり、花壇をつ
くっていたりというところに私はすごく感動して帰ってきたんです。この取り組み
は、今の小学生が２０３０年には、もう社会の中心となって社会をつくっていく子
供たちなんですけど、そういう未来につないでいくようなフレーズになったら嬉し
いなとお話を聞いて思っています。
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（藤田委員）

（小山氏）

（桑原委員）

（小山氏）
（桑原委員）
（矢田委員）

（小山氏）

（蓑茂会長）
（岡村委員）

（甲斐委員）

ご提案いただきありがとうございました。前回のくまもと都市緑化フェアがグリー
ンピックくまもとという名称で、その時私は子どもだったんですけど、今でもそれ
を覚えているくらい分かりやすくて、かっこよくって、それが実際動植物園で行わ
れていて、そこに行った記憶も残っているように、考えるのは大人ですけど、子ど
も達の記憶の中にもするっと入っていって定着するような愛称というのが重要なん
じゃないかなと思っています。ですので、エキスポとか博覧会、フェス、サミッ
ト、未来博というような短いけれども意味がわかって覚えやすいというところに着
眼して頂けたのが非常に嬉しいなと思いました。
実は今回グリーンピックをまた使った方がいいんじゃないかなと思ったんですけ
ど、よくこれ使えたなと思ったら今はダメだそうです。オリンピック委員会が許さ
ないらしくて、当時はまだそのへんが緩かったはずなんですね。だからするっとい
けた。今はもうダメなんだといわれましたので。だからグリーンピックはあきらめ
ました。
ゆっくり読ませていただいて、どれもとても幸せな気持ちになるテーマだなと思っ
て、読んでいて幸せになりました。特に⑥番の幸せの深呼吸という言葉などはそこ
でしか味わえない空気というか、景色というものがじんわり体に入ってくるような
イメージがして、いい表現だなと思いました。⑩番にしても今おっしゃった未来へ
の伝言ということで、なるほど、こういう表現もあってすばらしいなと思いながら
読ませていただきました。そして一つ質問なんですけれども、愛称の最後のくまも
とＭＭＭこのＭ３つを教えて頂けたらなと。
これ水と緑と未来です。短くいうのが愛称としてはいいかなと思いまして。
わかりました。ありがとうございます。
今、お話を伺いまして、かなり未来について語ってらっしゃるところ、未来から振
り返るという言葉もありましたのでサンプルの１０分の６にある未来という言葉が
入ったらいいかなというのが私の感想です。もう一つは観光連盟という立場で、人
を呼び自分ごとというご表現がございましたので、熊本県内の４５市町村がぐるぐ
る回っても観光かなと思いましたので、人を呼ぶとともにさらに自分ごとにもなっ
たらいいかなと思った次第です。
自分で自分をアピールしすぎると引くと思うんですよね。その時にものすごく絶対
うちがいいよと言うのではなくて、自分たちがものすごく楽しんでいたらきっと他
の人が来たくなるっていう、天の岩戸スタイルですね。天の岩戸スタイルの方がい
いかなといつも思っていたので、ついそう言ったのですが、もちろん外からも来て
いただいた方が、来ていただくように、頑張らなければいけないと考えています。
自分のまちが自慢できなくて人が来るわけないじゃないかとそういうことですね。
先ほど松田委員の方からインバウンド、海外からお客さんをここに呼びたいという
ような話もありましたので、愛称のところでこのエキスポとかグリーンサミットみ
たいな愛称だとデザインとか、インバウンドとかの海外からのお客様にも訴えかけ
やすいのもあります。そのへんをおさらいというか、思いましたので意見させてい
ただきました。
流れとしてご認識して頂きたいのは、大西さんから語られませんけれども、くまも
との創造的復興に向けて今色々な投資事業を考えているところなんですよ。それで
創造的復興に向けた有効な情報発信の機能と未来に向けた有効な活動促進、交流促
進といったような観点でこの緑化フェアは位置づけられると思うんですね。という
のは来年アジア太平洋水サミットが熊本で開催されます。アジアに向けて熊本の地
下水を発信していきたいわけですね。それを受けて交通拠点の整備が進んで２２年
には熊本空港新空港がある程度見えてくるわけですね。そうしますと、そのような
環境の中で、この緑化フェアをどのように位置づけるかというようなことで、やっ
ぱり水と緑が連携した構図で情報発信するというのが非常に大事じゃないかなと思
います。そういう意味で言うと、小山さんはそういう観点でテーマ設定していただ
き非常に有難いと思いますし、それと愛称についてオフィシャルに発信できるよう
にしたほうがいいんじゃないかということでしたが私もそう思います。ですからぜ
ひ創造的復興に向けて、この緑化フェアがさらにその次のステップに進んでいくよ
うなそういうメッセージが込められたらいいなと思っております。
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（蓑茂会長）

（事務局）
（蓑茂会長）

（事務局）
（蓑茂会長）

（事務局）

（蓑茂会長）
（事務局）

（都市建設局長）

他にご発言のある方は。よろしいですか。それではこの件の案についてはもう一度
皆さんじっくりとお読み頂きたいと思います。ところでこの２０２２でいいんです
か？２０２１と言われていないですか？
国土交通省の方に確認をしましたところ、問題ないということでございました。
分かりました。開催年でいいということね。年度の事業なもんですからね。２０２
２の方が数字はいいね。感じはいい。それでは時間も過ぎていますので、４番を簡
単に説明してもらいますか。
～資料４の説明～
ご承知の通りネオグリーンプロジェクトは緑化フェアを一過性にしないために、前
と後ろで続けていこうという事です。それにあたっていくつかのメニューを作っ
て、高校生に花壇を作ってもらうとか、あるいは個人や企業等に、いろんなことを
やってもらおうというところでございます。何かご意見がございましたら。
多分これは、どんどん増えていくんじゃないかと思いますけど。何かありません
か。よろしいですかね。お気づきになったらまた事務局のほうへご連絡をいただけ
たら幸いでございます。ちょっと時間が伸びてしまいましたけども、以上で本日の
議題は、あとその他ですね。
事務局から一点だけご報告がございます。第３回目の委員会のご報告でございます
が、１１月１９日の午後になりますが、同じ予算決算委員会室、この場所で行いた
いと思います。宜しくお願いいたします。
それではマイクを事務局にお返しいたします。事務局お願いします。
蓑茂会長ありがとうございました。今申しました通り、次回につきましては改めて
委員の皆様にご案内をさせて頂きますので、宜しくお願い致します。最後になりま
すが、田中都市建築局長より閉会のご挨拶をさせて頂きます。
都市建設局の田中でございます。本日は誠にありがとうございます。蓑茂会長をは
じめ各委員の皆様方、大変お忙しい中、ご出席頂きまして、多様な意見を頂きまし
て今後詰めさせていただきたいと思います。また、アドバイザーにご就任いただき
ました小山様におかれましては、本日委員会のほうにもご出席いただきまして、ご
説明もいただき本当に感謝申し上げる次第でございます。今後ともぜひ、よろしく
お願いしたいと思います。本日の冒頭、市長のほうから挨拶の中であったように４
５市町村の方々にも一緒に取組んでいただくという事になりました。それこそオー
ル熊本で、この緑化フェア、まだ愛称は決まっていませんけど、緑化フェアを盛り
上げていかなければならないというふうに思っております。オール熊本という意味
では、さきほどのネオグリーンでもありましたようにこの緑化フェア、単にパビリ
オン形式で来ていただくだけでなくて、市民の皆様、企業の皆様、地域の皆様と一
緒にですね、作り上げていってそれを後世に残していくというふうなものでござい
まして、委員の中から話があったようにレガシーという点では当然ながら前回のグ
リーンピックでは植物園ですね。それがレガシーというんですかね、それが残って
おります。今回も先程あったようにジョギングコース検討させていただきますが、
というものもハード面として残していくものそれと市民運動ですね。そういうもの
もレガシーとして、きちんと緑化フェアで小山さんもあったように２０５０年に何
で熊本はというようなご紹介もあったような熊本の緑化活動に今後繋がればいいと
いうふうに考えているところでございます。外国人というご意見もございました。
ロゴに対してはそういうご意見もあったんですけども、やはり我々この緑化フェ
ア、地震からの復興を全世界にアピールするという目的も非常に持ってございます
ので、そういう意味では外国人をターゲットとしたちゃんとしたシンボルマークそ
ういうものにも配慮していきたいというふうな考えでございます。今日、多様な意
見、多岐に渡る意見を頂きまして事務局としましては、後ろのほうは悩んでいるか
もしれませんけど、次回１１月１９日までには、きちんと取りまとめた上で。また
交通アクセス等については、実質的には実施計画の中で示していく事になると思い
ますけどもちゃんと引き続いて取り組んでまいりますので、今後ともぜひ宜しくお
願い致します。本日はどうもありがとうございました。
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（司会）

以上をもちまして、第２回全国都市緑化くまもとフェア基本計画検討委員会を閉会
いたします。委員の皆様方におかれましては長時間にわたるご審議を賜り大変あり
がとうございました。
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