
1 

 

2013年度（2014年 3月提出）地域構想学科卒業論文 

農業交流施設「ハナトピア岩沼」の利用実態にみる問題点と 

有効活用への提言 

山野井はる美 

 

＜＜＜＜目次目次目次目次＞＞＞＞ 

Ⅰ．目的と構成 

１．目的 

２．構成・研究方法 

 

Ⅱ．ハナトピア岩沼の現況 

１．現況 

1）立地 

2）施設概要 

3）現況の紹介 

２．運営・管理 

 

Ⅲ．開業に至る経緯と開業後の変化 

１．市政だより・河北新報掲載記事による 

経過分析 

1）設立からオープンまで「計画・準備期」（1993

～1998.3） 

2）オープンから市直営になるまで「創設・変貌

期」（1998.4～2000.3） 

3）市による資産買い取りとイベントや活動の 

定着「発展・安定期」（2000.4～2010.9） 

4）事業仕分けによる「見直し期」（2010.10～） 

２．小括 

1）探求すべき論点 

2）ハナトピア岩沼をめぐる人と組織 

3）ヒアリング計画 

 

 

Ⅳ．管理運営の実態と問題点 

１．岩沼市役所農政課 

２．花木センター 

３．産直市の会 

４．ハナトピア岩沼事務所 

５．小括 

６．利用データの分析 

 

Ⅴ．課題と提言 

１．それぞれの立場からみた効果と評価 

２．問題点に関する考察 

1）当初計画の理念と地域実態との整合性 

2）第 3セクターによる公益施設運営の未熟さ 

3）不採算公共施設の背景にある運営体制の未成熟 

4）補助事業の名目であった農業振興の実効性 

5）施設が立地するコミュニティ施設として

の役割 

３．有効活用のための論点 

1）農業振興施設というテーマの再確立 

2）交流拠点としての役割を果たす 

3）既存施設との連携 

４．利活用の提案 

1）農業振興施設を活かすための提案 

2）農業や交流の活性化を考える上でのコン

セプトの提案 

3）観光拠点として市内のあらゆる資源との

連携による提案 

  



2 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ．目的と構成 

１．目的 

本研究の目的は，岩沼市の農業交流施設「ハ

ナトピア岩沼」をめぐる地域問題をとりあげて，

そこからみえてくる地方自治体の地域づくり型

公共施設の維持管理と有効利用をめぐる問題を

明らかにすることである。「ハナトピア岩沼」は，

1998年 4月にオープンし，その半年後には赤字

問題が批判され，2001年に運営主体の第三セク

ター会社が廃止され，2010年には市の「事業仕

分け」によって廃止が決定された。しかし廃止

にも多額のコストがかかることから，その帰趨

は不透明な状況にある。 

このような「ハナトピア岩沼」にかかわる問

題としては，次のような問題が指摘される：①

当初計画の理念と地域実態との整合性，②第三

セクターによる公益施設運営の未熟さ，③不採

算公共施設の背景にある運営体制の未成熟の問

題，④利用した補助事業の名目であった農業振

興の問題，⑤施設が立地するコミュニティ施設

としての役割，という点である。 

本研究では，施設をめぐる経緯をふまえて，

関連資料の分析と当事者ヒアリングを通してこ

れらの諸点について考察することを目的とする。

またあわせて、「ハナトピア岩沼」を生かした地

域づくりの可能性について提言を行いたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．構成・研究方法 

本論文の構成と方法は以下の通りである。は

じめに（次章）、施設の概要と現況を紹介する。 

次に（Ⅲ章）「ハナトピア岩沼」の開設前から現

在までの経緯や利用状況について整理する。「い

わぬま市政だより」に紹介がある。また，同施

設の廃止をめぐっては，地元紙「河北新報」で

何回か報道されている。これらを情報源として

利用する。 

それをふまえて第Ⅳ章では岩沼市役所、「ハ

ナトピア岩沼」、同施設に関わりのある組織へ

のヒアリングと市役所での収集資料より、施設

の当事者の関わりと、施設運営の実態について

現状や課題を整理する。 

最後に（第Ⅴ章）、上記をふまえて施設運営の

課題を整理して、今後の「ハナトピア岩沼」の

あるべき姿について提言をまとめたい。あわせ

て，ハナトピア岩沼をめぐる問題の普遍性と特

殊性について考察し、提言を行う。 
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Ⅱ．ハナトピア岩沼の現況と当初計画 

１．現況 

1））））立地立地立地立地 

    「ハナトピア岩沼」は，市の中心部から西へ

約 2kmの三色吉字雷神地区にあり，由緒ある金

蛇水神社の入口に位置する（第Ⅱ-1図）。西側

は千貫丘陵，東側は仙台平野の南西端を占める

平地で，水田が広がる。施設の前を仙台市と県

南を結ぶ県道 39号線が通り，国道 4号の迂回路

として，地域の幹線道路となっている。1.5km

南西には市の農村環境改善センター，そこから

西へ 1kmの丘陵上に，市の温泉保養施設の「グ

リーンビア岩沼」がある。 

    2））））施設概要施設概要施設概要施設概要 

「岩沼市政だより」の紹介によれば、この施

設は，農業観光の拠点施設として市の活性化を

図る名目で作られた施設である（第Ⅱ-2・3図）。 

施設の中心となる花壇と散策路（写真 9～11）

で四季の花々をゆっくり自然を楽しんでもらう

とともに，花や農産物の販売，地場産品による

農産物加工教室やコンピュータ教室，農業経営

講座などの農家の支援研修施設としての役割も

担う計画になっている。 

また、施設内には 1994年 9.22の水害を教訓

に、災害時の情報を市民に伝える目的と、平時

には地域のさまざまな情報の発信基地としての

役割を担うコミュニティ FM 放送局も入居して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行楽・交流スポット 

第Ⅱ-1図 岩沼市内ハナトピアと周辺地図 
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第Ⅱ-3 図 ハナトピア岩沼全体レイアウト 

（岩沼市政だより,1994年 4月号） 

第Ⅱ-2 図 ハナトピア岩沼完成図イメージ 

（岩沼市第三次総合発展計画,1996年 3月） 
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写真4 施設内ギャラリー（2013.12.03） 

 

写真5 施設内コンピュータ室（2013.12.03） 

 
写真6 施設内研修室 1,2（2013.12.03） 

 

写真7 施設内体験加工室（2013.12.03） 

 

写真8 施設内放射能測定室（2013.12.03） 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真9 庭園部（2013.11.10） 

 

 

 

 

 

 

 

写真10 庭園部（2013.12.03） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真11 庭園部（2013.12.03） 
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3））））現況現況現況現況のののの紹介紹介紹介紹介 

現在「ハナトピア岩沼」では、月に数回お料

理教室やフラワーアレンジメント教室などの生

涯学習的活動が行われている（写真 4・5・6・7）。

また、教室の他にも恒例となっているイベント

も催されている。まず、毎週末に行われている

イベントが「産直市」である。「産直市の会」と

いう組織が中心となり、季節の野菜を店頭に並

べ毎週末買い物客でにぎわっている（写真12・

13）。さらに、毎年の恒例行事となっている「秋

の収穫祭」も毎年 11月の文化の日の後に催され

ている（写真14～18）。これは収穫を祝うイベン

トであり、花や木、野菜の直売の他にも、ダン

スや太鼓のパフォーマンスが催される。メイン

イベントは市内の新鮮な野菜をつかった「1000

人鍋」であり、毎年多くの人々でにぎわう。 

 

 

写真12 産直市の様子（2013.11.17） 

 

写真13 産直市の棚（2013.11.17） 

 

写真14 秋の収穫祭,看板（2013.11.10） 

 

写真15 秋の収穫祭,チアリーディング（2013.11.10） 

 
写真16 秋の収穫祭,千人鍋（2013.11.10） 

 

写真17 秋の収穫祭,花木直売（2013.11.10） 

 
写真18 秋の収穫祭,フラワーアレンジメント教室 

の展示販売（2013.11.10） 
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２．運営・管理 

「ハナトピア岩沼」は岩沼市が整備し、当初

は第 3セクターの「岩沼市地域活性化センター」

に管理運営を委託して、独立採算性で運営する

体制をとった。同センターは、岩沼市をはじめ

農協、商工業者、農業者などが 1株 5万円で出

資したほか、姉妹都市の高知県南国市からも

500万円の出資があり、資本金 2億円で設立さ

れた。発起人代表は当時の岩沼市長となってい

る。運営の基本方針を「参加と交流の促進によ

る地域活性化と独立採算性の確立」におき、場

内植栽費及び植栽維持費に充当することを目的

に、大人 500円、中学生以下障害者及び高齢者

は 200円の入場料を定めた。 

次章で詳しくみるように第 3セクターによる

運営は赤字と批判されており、1999年からは市

の直営に移った。市の担当部署は農政課となっ

ている。 

Ⅲ．開業に至る経緯と開業後の変化 

１．開業に至る経緯 

本節では「岩沼市政だより」および「河北新

報」の記事によって，ハナトピア岩沼の開設に

至る経緯について整理する。 

1））））設立設立設立設立からオープンまでからオープンまでからオープンまでからオープンまで「「「「計画計画計画計画・・・・準備期準備期準備期準備期」」」」

（（（（1993～～～～1998.3）））） 

「ハナトピア岩沼」は、国の補助事業の一環

である農業農村活性化農業構造改善事業として

地区の指定を受けるため 1993年に市が「フラワ

ーランド」として建設計画を申請した。この計

画を進めるにあたり、計画の理念や基本方針作

成の業務をコンサルタントに依頼し、これを土

台にフラワーランド整備運営協議会において検

討を行った。この事業は、農林水産省所管国庫

補助事業の農業農村活性化構造改善事業「緑の

農村空間型」として、国から補助対象事業に認

められ、1993年からの 5カ年事業として建設が

始まった。 

市は、事業の実施によって地理的・社会的条

件を活用して、花き、施設野菜等、市場性の高

い都市近郊型農業の発展と地域の活性化を図る

方針とした。事業費は 7,100万円で、市の新た

な観光地として、従来の観光地との連携を図っ

て提案された。 

1994年8月には農用地除外の手続きを終了し

た。市は、地権者全員との間において 10年間の

土地賃貸借契約を締結し、1995年には、建設事

業費として 3 億 3,287万円の予算がついた。施

設は独創的で利便性のある施設として建設がは

じめられた。施設の名称に関しては、開園前に

募集しており市内外から 1,087件を越える応募

が集まった。その中から市内在住の女性の案で

ある「ハナトピア岩沼」が選ばれた。「花」＋「ユ

ートピア」の造語で、花が咲きみだれる楽園（ユ

ートピア）をイメージして「花トピアいわぬま」

で応募、明るい響きと既存行楽施設の「グリー

ンピア岩沼」を連想させるところから選ばれた。

なお、文字のイメージから「ハナトピア岩沼」

とアレンジされた。 

1996年には，岩沼市第三次総合発展計画が策

定され、ハナトピアによるまちづくりの促進が

提示された（添付資料参照）。また、総合管理棟、

ミニ FM 局、ふれあい広場、体験農園の整備が

行われた。同年、官民共同出資の第三セクター

の設立が決定した。農業団体や商工団体等関係

機関の協力を得て、4 月に設立準備委員会の組

織を発足し、法人設立へ向けて準備が進められ

た。民間の 47名で構成する設立準備会のほか、

市職員 10 名で構成するプロジェクトチームが

作られ、情報、産地直売、加工、レストラン、
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植栽の各部会を編成して、それぞれの立場から

事業計画と収支計画等の総合的な企画の立案の

ため、共同で検討作業が進められた。 

1997年には、運営主体に係る基本方針協議書

が提出され、これをもとにコンサルタント会社

へ運営主体設立のための実施計画書の作成を依

頼した。また、市は設立協議会の構成メンバー

と姉妹都市南国市から、株式会社設立に向けて

合わせて 5千万円を越える出資の意向が示され

たことから、年間の事業収支計画を勘案し、株

式会社の資本金総額を 2億円とすることとした。

岩沼市の出資額は出資金総額の 51％の 1億 200

万円とし、24％を発起人で、25％を縁故募集と

公開募集によって出資を求めることとした。こ

うした経緯を経て「ハナトピア岩沼」の管理・

運営を担う第三セクター「株式会社岩沼市地域

活性化センター」が設立された。すべての施設

の整備は年度内に完了した。 

なお、「ハナトピア岩沼」は，「道の駅」の認

定を受けるようにする計画もあった。また、市

観光協会と市物産振興協議会が合併して，市観

光物産協会を設立された。「ハナトピア岩沼」の

運営の基本方針は「参加と交流の促進による地

域活性化と独立採算性の確立」とされた。入場

料は、植栽費とその維持費に充当することを目

的に、大人 500円、中学生以下、障害者、高齢

者は 200円、未就学児童は無料ととされた。 

また、1998年 3月には、「友の会」（会報やイ

ベント情報を提供、ハナトピア利用特典）、「グ

リーン・ウォーカー」（ハナトピア花壇への植栽、

野外活動招待）、コンテナ・ガーデンオーナー（コ

ンテナをハナトピア内ベストポジションに設置）

の各会員の募集が始められた。加えて「ハナト

ピア岩沼」カルチャー教室の講師と受講生の募

集も行われた。 

ここまでを「計画・準備期間」とする。 

2））））オープンからオープンからオープンからオープンから市直営市直営市直営市直営までまでまでまで「「「「創設創設創設創設・・・・変貌期変貌期変貌期変貌期」」」」

（（（（1998.4～～～～2000.3）））） 

「ハナトピア岩沼」は 1998年 4月に開園し、

5月 11日には有料入場者数 4万人、5月 26日で

総入場者数は 5万人を突破、6月 28日には約 6

万人というにぎわいをみせた。しかし、入場者

数は、6 月以降は減少に転じ、当初の見込みを

下回った。このため、利用料金を主な財源とし

て施設を運営する第 3セクター「岩沼市地域活

性化センター」の経営は苦しく、市に対し財政

面での支援要請があった。しかし、営利会社に

対する公金支出には地方自治法上の制約があり、

管理委託契約でも「運営管理経費は全額同社が

利用料金をもって負担する」ことになっている。

さらに市は「経営改善計画が示されないと、事

は動かせない」との考えを示した。 

1999年 4 月、「岩沼市地域活性化センター」

の代理人から「市の了承のもとに同社が立て替

えた建物、建物付属設備及びその他の建築物等

に関する工事代金 7,451万 417円の支払いを求

める。支払いがないときは、改めて通知するこ

となく業務委託契約を解除する」との催告があ

った。市はこれに対して、「立て替えを依頼した

事実はなく支払いには応じかねる。一方的な解

約をして、混乱が生じる場合の責任は同社にあ

る」とする回答を行った。しかし、同社から仙

台地方裁判所に「委託費用償還請求訴訟」が提

起された。こうしたことから、市は 1999年度の

管理委託契約は、更新しないことを同社に通知

し、以後の「ハナトピア岩沼」の管理・運営は、

「農業農村活性化農業構造改善事業」の目的に

沿って、市が直接行うことになった。 

市直営となったハナトピア岩沼では、2 人の

専従職員が配置されて管理運営にあたることと
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なった。同年の利用状況は、5 月末で 2 万人あ

まり。1 日あたり入園者数は 340人前後となっ

ている。また、地内にある体験農園の無料貸し

出しも心身障害者授産施設「ひまわりホーム」

や岩沼西中学校などから 4件の利用申し込みが

あり、フル稼働の状況であった。 

ハナトピア岩沼が市直営となったことに伴い、

施設の有効な運営などを協議する機関として

「ハナトピア岩沼運営協議会」が設置され、7

月に同会議には、委員に委属された地元の農業

関係者会長、市営農指導推進協議会長、市農業

青少年クラブ連絡協議会長、市議会産業経済常

任委員長などが参加した。また、同時期に「ハ

ナトピア岩沼」のあり方を見直すための公聴会

が市内 3会場で開かれた。 

1999年 7 月、「ハナトピア岩沼」に関して会

計検査院の実地検査が行われた。その結果、施

設の利用状況が低調との指導を受け、1999・2000

年度の施設利用の「改善計画書」の提出が求め

られた。その内容は、農産物の産直販売や誘客

対策としてのイベントの開催など、都市と農村

の交流を通じて地域農業者の所得向上を図るた

めの事業の見直しを求めるものであった。これ

に対して市は改善計画書を 9月 6日に会計検査

院に提出した。これを受けて「ハナトピア岩沼」

では、1999年 10月に、「産直市」と「秋の収穫

祭」、2000年 3月に「春恋まつり」、同年 5月に

「農業体験講座」等、現在まで続くイベント企

画が打ち出された。 

ここまでを「創設・変貌期」とする。 

3））））市市市市によるによるによるによる資産買資産買資産買資産買いいいい取取取取りとイベントやりとイベントやりとイベントやりとイベントや活動活動活動活動のののの

定着定着定着定着「「「「発展発展発展発展・・・・安定期安定期安定期安定期」（」（」（」（2000.4～～～～2010.9）））） 

2000年 4月から 8月までの入場者数は約 6万

人で、うち「ふれあい広場」の入園者数が約 5

万人、体験加工室や研修室など総合管理施設の

利用者数が約 1 万人。6 月の「ばらまつり」で

は約 8,600人が来場した。また、8月までに開講

された講座や教室も好評を博し、夏休み親子パ

ソコン教室は連日盛況となった。 

2001年 8月の市政だよりに「岩沼市地域活性

化センター」の特別清算についての質問や、市

はなぜ活性化センターを支援しなかったのかと

いう質問、市はなぜハナトピアを直営にしたの

かという質問など、市民から「ハナトピア岩沼」

の運営の在り方や管理に関する疑問が投稿され

ている。 

 (株)岩沼市地域活性化センターについては

前年のうちに清算と市による資産買い取りの方

向となった。清算を進めるために、農業関係者

など 10 名で「ハナトピア資産取得懇親会」が

2001年 9月に設置された。市では、ハナトピア

岩沼を農業研修と、都市間交流の場として有効

活用した施設の一体的な管理運営を行うために、

会社資産を買い取る必要があると考えた。そし

て 2001年 12月、仙台地方裁判所において第 2

回債権者集会で、市などに資産を売却する決議

が行われ、その代金を債権者に配当することが

決められた。資産買取り額は 3,282万円で、議

会からは「高すぎる。税金の無駄遣いだ」、「市

が主導的に行った事業で、責任がある。全て買

うべきだ」との両論があった。 

2002年 5月、ハナトピア岩沼内の地域食材提

供施設（レストラン）がグランドオープンした。

市内でレストラン 1店舗を経営する光恵フーズ

(株)が選ばれており、店名は「いためし家たん

ぽぽ」。メニューはオムライス、リゾット、釜め

しなどの地元の農産物を利用した料理等を提供

する。また、2002年から試行販売していた産直

市が2003年4月本格オープンすることになった。

生産者らでつくる「ハナトピア産直市の会」が
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オープンに向け準備をしている。 

2004 年には岩沼市新総合計画が策定された

が、ハナトピア岩沼についての記載は見られな

かった。しかし、前年の 2003年に岩沼市まちづ

くり市民委員会から「新総合計画」への提言が

提出されており、その中にはハナトイピア岩沼

の活用も謳われている。提言は大きく分けて４

つあり、「福祉と医療」，「人づくりと交流」，「自

然と環境」，「活気あるまちづくり」となってい

る。この中の「活気あるまちづくり」に関して，

ハナトピア岩沼、グリーンピア岩沼などを情報

発信基地とした「IT 日本一」を目指し、行政、

企業、大学・高専等の三位一体による開発拠点

を構築するとある。さらに、グリーンピア岩沼

を健康・保養・生涯学習複合交流拠点として活

用するとともにハナトピア岩沼等との一体的活

用を図るといった記載もみられた（添付資料参

照）。 

以後、2010年 9月までの期間も「秋の収穫祭」

「春恋まつり」「農業体験講座」や「お菓子作り

教室」などは定期的に催されている。 

ここまでを発展・安定期とする。 

４４４４））））「「「「事業仕分事業仕分事業仕分事業仕分けけけけ」」」」によるによるによるによる「「「「見直見直見直見直しししし期期期期」」」」（（（（2010.10

～）～）～）～） 

2010年 10月、岩沼市の事務事業を公開の場

で外部委員が評価する「岩沼版事業仕分け」が

市役所で行われた。これは、外部委員による行

政評価の一環である。この中で「ハナトピア岩

沼」は、「廃止・休止が適当」と評価された。こ

れを受けて、市長は、「河北新報」の取材に対し

「仕分け結果を尊重したい」として、施設廃止

の方向で検討する意向を示した。 

このあたりの事情について以下河北新報

（2010年 10月 26日）の記事を引用する。 

「ハナトピア岩沼」は「市が行うべき事業で

はない」とし、廃止の時期は敷地の一部の借地

契約（4.2㌶）が切れる 2014年 3月を挙げ、「す

べて閉鎖するのではなく、庭園部分を廃止し産

直店舗や集会施設などは残す」との見通しが述

べられた。この決定を受け、傍聴席からは「ハ

ナトピア岩沼を嫌って、事業費を削減してきた

のは市長。荒れ放題のハナトピア岩沼を仕分け

人に見せれば、廃止と判定されるのは当たり前」

と批判する声も上がった。農業構造改善事業の

一環で国庫補助を受け建設した「ハナトピア岩

沼」に「廃止」を言い出せば、補助金返還など

のペナルティがあるため、市は「限られた予算

内で可能な範囲で維持管理してきた」（農政課）

のが実情。2010年度予算は 2933万円で、市直

営化当初に比べ半減している。さらに廃止の足

かせとなるのは補助金だけではない。敷地の 8

割超にあたる 4.2㌶が借地で、市は地権者 24人

に年間計 622万円の借地料を支払い続けている。

2014年3月が賃貸借契約期限で更新せずに土地

を返還するには原状回復が必要で、仮に元の水

田に戻すには「数億円単位の費用がかかる」（市

幹部）という。地元の三色吉公会堂で地権者が

集まり対応を協議した際にも市への不信感があ

らわになった。地権者からは「開園当初、借地

はいずれ買い上げてくれるという話だった。い

まさら田んぼで返されても困る。」「県道沿いで

交通量が多く、集客力がある金蛇水神社もある。

この立地で観光客を呼べなかったのは市の怠

慢。」などといった声が上がっている。市は早急

に検討チームを作り、廃止をにらみ新たな活用

法を探る方針である。 

井口市長は「施設は開園後 10年以上経過して

おり、農業振興の目的を変えなければ補助金返

還はない。借地は市が買い上げる方向で検討す

る」と話している。 
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2010年 12月、市ではハナトピア岩沼の将来

に向けたあり方について検討をはじめた。産直

や各種研修など、現在農業振興のため活用され

ている建物は引き続き存続させ、さらに利用価

値の高い公共施設としての機能面を中心に着手

している。 

この期間を「見直し期」とする。 

 

３．小括 

1））））探求探求探求探求すべきすべきすべきすべき論点論点論点論点 

以上の経緯の整理からハナトピア岩沼が地域

に果たしている役割を考え、次の点が指摘でき

ると考える。 

�「ハナトピア岩沼」はその主な目的とされて

きた「農業・農村の活性化」に十分な役割を果

たしてきたのか。かかわっている人や組織の広

がり，入込数，売上額，その継続性はどのよう

であったか。どんな問題点があるか。それらの

項目について岩沼市役所農政課、花木センター、

産直市の会にヒアリングした。 

②観光拠点，およびその後の見直しで加えられ

た市民の交流拠点としての役割は十分果たされ

てきたか。かかわっている人や組織の広がり，

入込数，売上額，その継続性はどのようであっ

たか。どんな問題点があるか。それについて岩

沼市役所農政課、花木センター、産直市の会、

ハナトピア岩沼事務所にヒアリングした。 

③災害時および平時の情報拠点としての機能

はどのように果たされてきたか。それについて

ハナトピア岩沼事務所にヒアリングした。 

④施設の維持・管理についてどんなことが問

題なってきたか。それに対してどんな対応がと

られたか。それについて岩沼市役所農政課、ハ

ナトピア岩沼事務所にヒアリングした。 

⑤運営コストの部門別の構成，推移，どんな点

が問題になってきたか。それについて岩沼市役

所農政課にヒアリングした。 

⑥果たしてきた効果の評価を考察。コストにみ

あう機能が果たされてきたか，市民サービスと

公益性が果たされてきたかどうかに関する評価。 

⑦今後どうあるべきかを考察。赤字だからとい

って事業仕分けに沿って廃止してよいか。 

2））））ハナトピアハナトピアハナトピアハナトピア岩沼岩沼岩沼岩沼をめぐるをめぐるをめぐるをめぐる人人人人とととと組織組織組織組織 

以上の点を明確にするために誰にどんなヒア

リングをするべきか、「ハナトピア岩沼」に関わ

る人と組織を「いわぬま市政だより」と「河北

新報」記事から把握したところ、次の第Ⅲ-1表

のように整理された。属性からみると，開設者

である市，市の依頼をうけて計画や運営方針づ

くりにかかわる「運営者」，そして施設の利用者

である農業者と市民・町内会に分類できる。「定

期性」は活動が行われる頻度、「イベント性」は

集まる人の規模によって分類してみた。「主な活

動内容」と利用施設は，「市政だより」に紹介さ

れた内容に基づいている。 
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3））））ヒアリングヒアリングヒアリングヒアリング計画計画計画計画 

上記の論点とハナトピア岩沼をめぐる人と組

織をふまえて、各組織へのヒアリング計画を次

のように考えた。 

①岩沼市役所農政課・施設の維持・管理・運営

に関して 

・農業の活性化に関して 

・農村の活性化に関して 

・観光・交流の機能に関して 

・ハナトピア岩沼の今後に関して 

②ハナトピア岩沼花木センター 

・岩沼園芸振興協業組合に関して 

・ハナトピア岩沼庭園部に関して 

・農業の活性化に関して 

・農村の活性化に関して 

・観光・交流の機能に関して 

・ハナトピア岩沼内における他の組織との関わ

りに関して 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ハナトピア岩沼の今後に関して 

③産直市の会 

・産直市の会に関して 

・農業の活性化に関して 

・農村の活性化に関して 

・観光・交流の機能に関して 

・ハナトピア岩沼の今後に関して 

④ハナトピア岩沼事務所 

・施設の維持・管理・運営に関して 

・ハナトピア岩沼庭園部に関して 

・ハナトピア岩沼の地域における役割に関して 

・市役所農政課との関わりに関して 

・観光・交流の機能に関して 

・岩沼市の情報拠点としての機能に関して 

・ハナトピア岩沼の今後に関して 

 

  

第Ⅲ-1表 ハナトピア岩沼をめぐる人と組織 
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Ⅳ．管理運営の実態と問題点 

１．岩沼市役所農政課 

10月 28日 9時から約 2時間にわたってヒア

リングを行った。応対者は農政課長とハナトピ

ア岩沼担当者であった。質問と回答の要点は次

のようである。 

1））））施設施設施設施設のののの維持維持維持維持・・・・管理管理管理管理・・・・今後今後今後今後のののの方針方針方針方針 

①ハナトピア岩沼が現在地に建設された理由。 

―電通にコンサルタントを頼みこの立地に決定。

交通量が多く適していると判断された。当初は

グリーンピア岩沼，金蛇水神社，ハナトピア岩

沼のあたり一帯を観光拠点にしようとしていた。

グリーンピア岩沼とハナトピア岩沼を散策路と

してつなげようという案や、将来的には道の駅

を目指すといった構想もあり外にトイレも作っ

てある。しかし、二木大通線の西方面への開通

が遅れたために、バス路線もうまく循環できず

うまく観光ルートを作ることができなかったこ

とが実情である。    

②施設の維持・管理の体制はオープンから現在

までどのように変わってきているのか。 

―第 3 セクターの㈱岩沼市地域活性化センター

に委託管理運営していたが、営業不振となり、

1999年 4月から市直営での管理運営となった。 

③施設の維持・管理にかかる借地料や諸経費に

ついて。 

―借地料は 622.6万円。2013年度の予算総額は

約 3,015万円（第Ⅳ-2図） 

④花の維持・管理と入場料の関係はどうなって

いるのか。 

―第 3 セクターである株式会社岩沼市地域活性

化センターは入場料、レストラン収入、花木セ

ンターの使用料を収入として考えていた。市直

営後、入場料は無料になり花の維持は一部直営

で種から庭園部のビニールハウスで作ったり、

岩沼園芸組合から仕入れたりしている。植え付

けに関しても岩沼園芸組合中心にボランティア

の方なども含め植えている。以前はバラをメイ

ンにしていたが、予算の削減を理由にバラはな

くなってしまった。また、花の日ごろの水やり

などの世話については、現在施設内には正職員

1 人嘱託館長 1 人臨時職員が 2 人おり臨時職員

と正社員が行っている。 

⑤現在の貸し農園の利用状況について。 

―当初は学童体験農園として作られており、市

民農園ではなかった。はじめの 2，3年は岩沼西

小学校・西中学校にお願いして利用してもらっ

ていたが、送迎がバスを使用するということで

困難になってしまった。身体障害者施設のひま

わりホームの方々だけははじめから貸し農園を

利用しており継続して利用していた。農園が余

ってしまいもったいないということで一般の方

にも貸すことにした。現在は満杯の状態。2013

年 10月には芋ほり体験会を小学生 24名に向け

て実施し、さつまいもを掘ってその後料理教室

も開催。4Hクラブという農家の青年たちのクラ

ブがあり、そこが主催している。芋ほりだけで

はなく種の植え付けからしている（第Ⅳ-7表）。 

⑥ハナトピア岩沼の調理室の使い方に関して、

生涯学習的なお料理教室を主に催しているイメ

ージだが、それ以外に農業的な調理室の使い方

もしているのか。 

―農業に関する加工品は作っていない。一般の

方用の料理教室がメインである。市内にある農

村環境改善センターで味噌づくりなどを行って

いる方々がハナトピアでは調理室の構造上調理

できないという話になってしまいハナトピア岩

沼における味噌づくりは断念。もともとハナト

ピア岩沼オープン時には加工品もやろうと考え

ていた。漬物などもやろうと思えばできるが、
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そういった加工品を作ろうという農家の方が現

在いない。産直市で出店している「小川クラブ」

は自分で工場をもっており、そこで作ったもの

を産直市で売っている。 

⑦北長谷地区にある農村環境改善センターとの

役割分担はどのようになっているのか。 

―農村環境改善センターも農政課の主管であり、

農家の方々の憩いの場として、ハナトピアがで

きるずっと前に作られた施設である。体育館や

調理場もあり教室などを催して憩いの場として

機能している。調理場では主に今はリンゴジュ

ースと味噌を作っている。以前ハナトピア岩沼

と連携させようという考え方もあった。しかし、

ハナトピア岩沼と農村環境改善センターの調理

室はつくりが異なるため、調理室における加工

品作りという面での連携はできなかった。農村

環境改善センターは床がコンクリートだが、ハ

ナトピアは床がパネルである。よって味噌づく

りの際に大釜で水を勢いよく流す作業工程にお

いてハナトピア岩沼は適さなかった。本当は味

噌づくりなどの調理的機能を全てハナトピアに

移して、農村環境改善センターは別な用途にし

ようと考えていたができなかった。よって作る

ものの内容を変えて運営している。 

⑧ハナトピア岩沼の中にあった「ＦＭいわぬま」

の一部が駅前に引っ越したようだが、ハナトピ

ア岩沼での報発信基地としての機能は今後も引

き継いでいくのかどうか。 

―FM いわぬまはハナトピア岩沼内に本拠地が

あり、駅前に引っ越したのはサテライトステー

ション。 

⑨来年度以降どのようになるのか。 

―借地契約は 2013年度までとなっている。検討

中だが、最終的には市で買い取るといった方針。

震災があり一般財源は厳しい状況である。また

借地にしてもらえないかということを相談する

予定である。施設の中に関してもこれといった

決め手がなく検討中。基本的には市の直営はや

めようと考えており、どこかの企業にお任せし

て運営してもらいたいと模索中である。また、

今後のあり方に関して 2012年年「ハナトピア岩

沼あり方検討委員会」を創設。大学教授から一

般市民までを含め今後のハナトピア岩沼をどう

しようかということを再検討してその報告を市

長に提出している。内容は添付表参照。 

 

 

 

ハナトピアハナトピアハナトピアハナトピア岩沼岩沼岩沼岩沼ありありありあり方検討委員会報告書方検討委員会報告書方検討委員会報告書方検討委員会報告書        

2013201320132013 年年年年 1111 月月月月 8888 日日日日    

・新施設のコンセプト：岩沼市内外の多くの人々の

交流や情報発信基地として、利用する人たちの笑顔

があふれる施設。 

１・建物について 

 現在ある建物の内部等を改装して収益の上がる利

用を考えられたい。体験加工室は、改善センターの

機能の一部を取り込むことが望ましい。また、レス

トランについては、地元の食材を多く取り入れた創

作料理のレストランとか、テナント化して多様なメ

ニューを提供することもよいと考える。エフエムい

わぬまについては、見せるエフエム、見てもらえる

エフエムとして利用者が参加できることが望まし

い。直売所は継続し、使いやすい場所に移転するこ

とが望ましい。 

２．庭園部の活用について 

 地元の子どもたちや高齢者などが楽しく利用でき

るエリアにすることが望ましい。例えば自転車の練

習ができる交通公園やアスレチック施設のある冒険

公園などを配置し、全体的には自然の森風にし、散

策して気持ちの良いコース等を作ることも良い。 

３．管理運営について 

 施設の管理は、市と指定管理者または PFI 業者が

上記の１～２を踏まえて行い、運営については民間

の力を活用して収益を上げる工夫が必要である。た

だし、市や指定管理者または PFI 業者は、同施設の

公共性を担保するために運営事業者をしっかりと監

督することが大事である。今後は「ハナトピア岩沼」

という名称を変更しネーミングを一般公募して再出

発することに期待したい。 
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⑩「ハナトピア岩沼あり方検討委員会」のメン

バー構成はどのようになっているのか。西部の

メンバーに偏っているのではないか。 

―そんなことはない。東北大学教授（仙台市）、

岩沼市商工会議所（岩沼市中心部）、西地区の方

2名などがメンバー。 

⑪岩沼市新総合計画（2004年）には生かしたい

組織としてハナトピア岩沼に関する記載が見ら

れなかった。まちづくり市民委員会の提言書に

はハナトピア岩沼についての提案があったが、

正式な計画の中で特に記述が見られなかったの

はなぜか。また、今後のハナトピア岩沼の方向

性について。 

―提案やハナトピア岩沼への取り組みがなくな

ったというわけではない。ハナトピア岩沼の施

設自体は残る。4 次の総合計画を現在作成して

いるが、当然ハナトピア岩沼の施設に関して記

載する予定である。ただ、これまでは花という

テーマできたが、花ではやっていけないので花

を変えてイメージチェンジしてあの施設を有効

利用したほうが良いと考えている。ハナトピア

岩沼を廃止したりやめるといった意味ではなく、

ハナトピア岩沼内の考え方を今までの農業構造

改善から変えて普通の施設として考えた場合に

どのように使うか検討している。さまざまな考

えがあるが、市の中でもハナトピアに関して職

員にレポートを書かせたりして前向きに取り組

んでいる。議会でもハナトピアに関してはいろ

いろな意見が出ている。 

2））））農業農業農業農業のののの活性化活性化活性化活性化 

①ハナトピア岩沼は岩沼の農業構造の改善とは

具体的にどう関連してきたのか。 

―ハナトピア岩沼は 1993 年度農業農村活性化

農業構造改善計画の認定を受け、1997年度まで

の事業期間として、事業費 12億 3千万円（国庫

補助対象事業費 9億７千万円）で実施した事業。

本市農業の構造改善を推進するため、農産物の

産直販売をメインとするイベントを始め、産直

市・農産加工体験教室及びパソコン教室などの

各種講座を開催し、農業者と市民との交流の場、

市民の憩いの場となるよう農業と花をキーワー

ドに運営する目的で設置された。 

②なぜ花をメインにした施設にしたのか。 

―花を活かしたまちづくりを通して地域の活性

化を図ろうとした。当時いろんな花活動が全国

的に行われていた。岩沼市内でも「花いっぱい

運動」や「花やぎネットワーク」を結成して岩

沼の町中を花で盛り上げキレイにしようと活動

しており、フラワーランド建設計画のひとつの

背景である。花活動ブームのうちのひとつがハ

ナトピア岩沼。 

③ハナトピア岩沼には 7軒の花農家が花を供給

していたとの記載が河北新報記事にあったが、

これらの農家および庭園部の花の植え替えや整

備は誰が行っているのか。 

―1997年から第3セクターに管理委託をして始

まったが、その中で農家の方々も協力している。

この 7 軒の花農家は岩沼園芸組合で、施設の中

でつくられた。直営になってからは岩沼園芸組

合が施設内花木センターを運営している。園芸

組合は業者 10,個人 2の構成。園芸組合に直営後

もお願いして花の苗を植えてもらっている。園

芸組合が花の手入れも行っている。 

④現在庭園部の花の植え替えや整備は、誰が行

っているのか。 

―岩沼園芸組合。 

3））））農村農村農村農村のののの活性化活性化活性化活性化 

①春恋まつり、秋の収穫祭、産直市に農産物を

提供している農家はどのような経緯で提供する

ようになったのか。 
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―もともと産直というのはハナトピアのメイン

のひとつであった。産直をやるのに農家の方が

主体となってやってもらわなければならない。

当然農家からの提供でやっている。第 3 セクタ

ーが運営できなくなって直営になったときの会

計検査で指導があり、人が集まるようなイベン

トをするように指摘。それによって「春恋まつ

り」や「秋の収穫祭」が催された。岩沼農村環

境改善センターでやっていたわけではなくて、

直営になってからこうしたイベントはやるよう

になった。このときに、ハナトピア内で「ハナ

トピア産直市の会」が結成された。この人たち

が産直市をやっている。メンバーが農産物を提

供している。 

②オープン以来の参加農家や農家グループの代

表者に関して。 

―小川クラブのＦさん、長岡ひなどり会のＧさ

ん、メインはこのふたつ。産直をやってもらっ

ている。産直市の会、小川クラブなど合わせて

30人くらいいる。 

③ハナトピアは岩沼の農業の PRの場になって

いるのか。 

―なっている（第Ⅳ-5図） 

④産直市は 1999年にオープンした後、2003年

に本格オープンとなっていたが、この間の経緯

はどのようか。 

―産直市の場所が変わったということ。最初は

駐車場のテントで行われていたが、そのあとレ

ストラン西側を改造して開店した。内容やリー

ダーが変わったとかいうことは特にない。 

⑤ハナトピアの運営に関わる組織や人に関して。 

・「産直市の会」とハナトピア岩沼実行委員会会長

Ｆさん 

・園芸団体連絡協議会 … 存在しない。解散した。

きゅうり組合、カーネーション組合、野菜の直売

などをしていた。会長は 2年ごとにかわる。 

・園芸振興組合 岩沼園芸組合と同意。 

・岩沼園芸組合 Ｋさん 

4））））観光交流観光交流観光交流観光交流のののの機能機能機能機能にににに関関関関してしてしてして 

①年間イベントスケジュール、ハナトピア内の

サークルの組織、参加者に関して。 

― 第Ⅳ-4 図（屋内施設の利用者数の推移），

第Ⅳ-4 表（使用回数）、第Ⅳ-5 表（1 回あたり

参加者数）、第Ⅳ-6表（講座の種類別開催回数）

をそれぞれ参照してください。 

②レストランがなくなってしまったのはなぜか。 

―Tanpopoの経営自体はわりとよかった。し

かし、チェーン店の一か所がだめになってしま

った。その影響でやめてしまった（第Ⅳ-4図）。 

③グリーンピア岩沼との連携はなにかあるか。 

―今は特にしていない。以前考えていたのは、

グリーンピアにあるハイキングコースをハナ

トピアとつなげるという構想。 

 

２．ハナトピア岩沼花木センター 

11月 11日 14時から約 2時間にわたってヒア

リングを行った。応対者は岩沼園芸振興協業組

合の組合員であった。質問と回答の要点は次の

ようである。 

1））））岩沼園芸振興協業組合岩沼園芸振興協業組合岩沼園芸振興協業組合岩沼園芸振興協業組合にににに関関関関してしてしてして 

①岩沼園芸組合について。また、これまでの経

緯と運営に関して。 

―市役所で聞いた岩沼園芸組合と花木センター

は少し異なる。ネットで見た岩沼園芸組合は胡

瓜がメインの組合で、花木センターの管理を担

っているわけではないため異なる。ハナトピア

岩沼の花木センターにあるのは「岩沼園芸振興

協業組合」という。連絡協議会に関してはＷさ

んも知らないとのこと。 

Ｋさんは園芸振興協業組合のリーダーである。
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Ｗさんがサブリーダーというわけではない。オ

ープン当時から花木センターでパートを 9 年間

やっていた方が辞めてしまい、そのあとに働く

人がいなかった。花木センターは市役所から借

りている状態だから辞めるに辞められず、パー

トさんがいない 2 週間ほどは閉めていたが、Ｗ

造園のＷさんとＫさんで相談し、花があったの

でできるところまでやってみることにした。他

の 2 人のパートさんにＷさんが教えてもらいな

がら、店番をやることにした。これがきっかけ

で現在に至る。花木センターは市役所管轄だか

ら個人には貸してくれない。Ｗ造園としてやっ

ているのではなく、園芸振興協業組合・Ｋさん

代表でやっている。ボランティアでやっている

わけではない。花木を仕入れて預かって清算し

ていた。花木センターで売っている花の収入で

花木センターは運営している。市からのサポー

トは特になく、家賃・光熱費含め 3 万７千円程

支払っている。そのため売上がないから大変。2

月の冬場も手作り品でなにかやろうか模索中。

開けていても開けていなくても家賃はとられる

から、開けていた方がよい。 

②園芸振興協業組合のメンバー構成について 

―岩沼市内で造園業をやっている人たちの岩

沼園芸組合。昔は 10社ちかくあった。その中

の有志で園芸振興協業組合をつくってやって

いた。この 10社というのは岩沼市内で造園業

を営んでおり登録されている会社の方がやっ

ていた。本当は宮城県に登録している方と岩

沼市に登録している方とどちらにも登録して

いない方がいる。共通としてみなさん造園業

をやっている方が岩沼造園組合に入っている。

市役所の報告にある個人 2 というのはＷさん

もよくわからないようだった。今の造園組合

は 10社もいない。ＭさんとＯさんとＩさんが

抜けて今は岩沼市内で 6 社になった。岩沼市

に登録している人たちなどが含まれる。岩沼

市内というのは西側のみというわけではなく、

全体的に。 

③園芸振興協業組合はどのような活動をしてい

るのか。 

―ハナトピア岩沼のみで使っている名前が岩沼

園芸振興協業組合。花木センターを任されてい

るのがこの組合になる。花の交換時期に中の庭

園の花植えを行う活動が主。草取りはシルバー

人材センターの方がやっている様子。振興協業

組合の方は花の植え替えを行っているだけで、

手入れは事務所・シルバー人材センターの方が

やってくれている。シルバー人材センターの方

は草取りのような手入れを行っているのではな

いか。年に 2 回春先と梅雨が明けた後に植え替

えをしている。 

④農家の被災状況はどうだったのか。 

―メンバーの中ではＫさんのみ全て流されてし

まった。他のメンバーは西側の方なのでそれほ

ど被害はなかった様子。 

⑤花や木はどこでどのように作っているのか。 

―前は園芸組合（園芸振興協業組合？）の方で

花を作っている方がいた。昔はそこから仕入れ

ていた。今は予算がないからシルバー人材セン

ターの方たちで種を蒔いたりしている。シルバ

ー人材センターの方がそれぞれの家庭で花を作

っているのではなく、庭園内にあるビニールハ

ウス内で作っているのではないか。よくわから

ない。震災後予算の関係で花の予算は厳しい状

況。シルバー人材センターの方がボランティア

のようなかたちでやっているのではないか。前

はＫさんが中心になって仕入れて植えていたよ

うである。シルバー人材センターの方に庭園部

の花の調達に関して委託しているのかどうかも
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よくわからない。Ｋさんならわかる。シルバー

人材センターの方に任せるようになったのは震

災後あたりから。植えるのは園芸振興協業組合

だけれども花の仕入れはよくわからない。 

2））））ハナトピアハナトピアハナトピアハナトピア岩沼岩沼岩沼岩沼とのとのとのとの関関関関わりについてわりについてわりについてわりについて 

①ハナトピア岩沼における花木センターの運営

や花の手入れはどのような経緯ですることにな

ったのか。またどのように人を集めているのか。 

―花木センターができるにあたって園芸振興協

業組合は発足した。花木センターの運営をする

のが協業組合。また、施設内（庭園部）の剪定

せんてい

は

行っている。予算がないのでお祭りの前に剪定

する程度とのこと。組合長であるＫさんが市役

所などから花植えを頼まれる。それを残ってい

る都合の良いメンバーたちを各会社から選出し

て共同で植えている。メインの奥の方は春にな

るとバラなどが植えられていた。ハーブ園、シ

ャクヤク、ボタンなどもあった。夏にはユリも

咲いていた。 

②花の手入れに関して負担に感じているところ

はあるか。どのように手入れしているのか。 

―このあたりの方（三色吉？）のおばあちゃん

が一人で草取りをやっているらしい。信号の下

にも花壇があり、前はそこも草取りをしていた

様子。役所の方も 2 人常駐でいるためその方々

で庭園部の草取りをしているのではないか。組

合では草取りなどは行っていない。時期になっ

たら組合で 5，6人集まって 3～4日くらいかけ

て花の植え替えする。組合は草花を抜いて耕し

てスコップを入れて植えかえる作業等を行う。 

③庭園部に関してはどう思うか。平日の客入り

について。 

―廃止という話もあるが、花木センターにいる

Ｗさんたちにはそういった情報も入ってこない。

役員の方が決めること。土地をどのようにして

返すのかが気になる。老人施設の方が団体でハ

ナトピアに来ることがある。11 月 11日は 2 台

ほどの車で来ていた。春先になると平日の人の

入りが増える。花だけではなく他にも立派な施

設があるし廃止だともったいない。 

④プロである園芸協業組合さんからみてハナト

ピアの庭園部の手入れのやり方・経費に関して

どのように思うか。手入れをしているシルバー

人材センターについて。 

―手入れをもっとしなければならないのではな

いかと思う。しかし、そのためには人件費がか

かる。だから、植木が好きな方が自発的に集ま

ってボランティア的なかたちで手入れしてもら

えるとよいのではないかと考えている。手入れ

をするのにも経費がかかってしまうから役所に

はそこをなんとかしてほしい。シルバー人材セ

ンターに市からお金を払って手入れをしてもら

っているのかどうかはよくわからない。シルバ

ー人材センターに頼むのはそんなに安くもない。 

⑤バラを育てなくなったのでもったいないので

はないか。ハナトピア・花木センターの運営内

容・人の入りについて。 

―ハナトピアは営利目的の施設にしてはいけな

い。そのため庭園内で販売等はできない。結局

お金が必要になるのだから、そんなことを言っ

ていてはやっていけない。花木センターには 1

日にどれくらいのお客さんが来るのかに関して、

寒くなるとほとんど来ない。3・4月だとハナト

ピア岩沼に来る方も増えて1日30人前後の方が

来る。盆栽や手作りグッズなどもおいていて、

花木が好きな方はリピーターの方もいる。工夫

をしてリピーターの方をつながないといけない。

岩沼市内の方でも花木センターがあることを知

らない方もいる。お祭りになると人もにぎわう

が、普段はそれほど人は来ない（第Ⅳ-4図）。 
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⑥ハナトピアが市直営になった後、ボランティ

アの方も含め花の整備も行っているようだが、

ボランティアはどのように集めたのか。 

―主にシルバー人材センターさんが整備を行っ

ている。 

⑦ハナトピアに花を提供することでどのような

効果があったか？  

―組合では花の提供はしていない。 

⑧ハナトピアのおかげで岩沼の農業が活性化し

ていると思うか。また、産直市に関して。 

―全然ない。お祭りのときは盛り上がるが、普

段は特に感じない。土日に産直市が来て野菜を

売っているけれども、会員の方が少ないとお昼

くらいにはもう品薄になってしまう。会員の方

もいろんなところで売っているから産直市にだ

け集中するわけにもいかない。会員が増えれば

もっとよいのではないか。毎週土日に産直市で

買い物して花木センターに顔を出してくれるお

客さんも多い。 

⑨ハナトピア岩沼は農業のＰＲの場になってい

るかどうか。岩沼市役所のはたらき・広報活動

に関して。 

―ＰＲの場になっているかというとイマイチ。

駐車場も広いのでもっと使い道があるのではな

いか。駐車場の場所はちゃんとあるのだから、

常にイベントのようなものをやっているとよい

のではないか。前は役所の方はもっとイベント

に関わって手伝ってくれていた。去年あたりか

ら役所の方に、イベント実行委員会の方だけで

イベントをやるように言われた。イベントに関

して市役所はあまり関与しない。だから市役所

は特にＰＲもしていないのではないか。お客さ

んも秋の収穫祭に関して「あったの？」という

ような反応。広報でＰＲしても広報を見る人も

見ない人もいるから、みんなにＰＲしていると

は言えない。更に、今年は同じ日に西部ではハ

ナトピア岩沼の収穫祭、東部では市民会館祭り

をやっている。これではお客さんが分散してし

まう。市民会館まつりも市役所が関わっている

のに 2つの日程が同じになってしまっていた。 

⑩イベント実行委員会とはなにか。 

―春と秋のおまつりの際に召集される。協業組

合も産直市の会もみんなで協力して担っている。 

⑪花木センターは秋の収穫祭に出店しているの

か。花木センターの花木の仕入れについて。 

―秋の収穫祭でも出店していた。前は花木セン

ターの花も岩沼玉浦地区の生産者の方から仕入

れていたが、震災後はうまくいってないのか数

が足りなくなってしまう。数が足りないと困る

ので仙台市場から仕入れるようになった。岩沼

で花生産をしていた方はＭさんという方がいた

けれど、震災で被害を受けてしまった。市内の

花農家は玉浦方面に集中している。イベント実

行委員会の運営に協業組合も携わっていた。 

⑫産直市の会とはなにか関わりはあるのか。 

―関わりは特にない。お祭りのイベント実行委

員会で一緒になるくらい。普段はそれぞれに活

動している。 

⑬花木センターの評判はどのようか。 

―知らない方もいるけれど来てくれる方はリピ

ーターになってくれる方もいる。名取市にある

がんセンターに通う方がハナトピア岩沼の前の

道を通るため寄ってくれる方がいる。白石・角

田方面から来る方もけっこういる。がんセンタ

ーに通院している方でハナトピア岩沼に花を見

に来て癒されたいという方もいる。木曜日は定

休日だけど、それ以外は休まないでできるだけ

お店をあけるようにしている。 

⑭ハナトピア岩沼は直営前と比べて直営後どの

ように変わったか。 
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―特に直営になったからといって変化はない。 

報道もされているが、意地でも続けたいとは思

っている。 

⑮ハナトピア岩沼に今後どのようになってほし

いか。また市役所にはどのようなこと求めるか。 

―レストラン目当てで 5・60代の女性がお昼多

く来る。仙台方面などから来た方が「花が見ら

れてすごくよかった。」と言うけれど、そのあと

にお昼を食べる場所がないのがみなさん困って

いる。そうなるとＷさんも 4 号線沿いのお店を

進めるしかない。なにか食べるところがあった

方がよい。さらに駐車場が広いからサラリーマ

ンの方が駐車してお弁当を食べている方もチラ

ホラいる。ハナトピア岩沼がオープンしたとき

には駐車場のあたりに露店があり屋台村のよう

になっていた。たこ焼きやラーメンなど。露店

があったときはにぎやかだったが、だんだんと

いなくなってしまい現在に至る。 

⑯「ハナトピア岩沼あり方検討委員会」より花

というテーマを変えるという案もあるがそれに

関してはどうか。 

―花が好きで名前をみてきてくれている方もい

る。山野草が目当てで来るお客さんもわりとい

る。相馬の仮設住宅などから来る方もいる。仮

設住宅で農作業もできないので車でわざわざや

ってくる。相馬の社協のなにか（老人会？）で

ハナトピア岩沼の前の道路を通る際に必ずハナ

トピア岩沼でトイレ休憩をする団体もいる。ブ

ルーのマイクロバスで行き帰り寄る。ハナトピ

ア岩沼という名前も変えるといった話はしかた

ないというか、了承せざるをえない。 

 

３．「産直市の会」 

11月 24日 15時から約 2時間にわたってヒア

リングを行った。応対者は産直市の会会長であ

った。質問と回答の要点は次のようである。 

1））））産直市産直市産直市産直市のののの会会会会についてについてについてについて 

①「産直市の会」はいつ、どのような経緯でで

きたのですか。ハナトピアの開設に合わせて結

成されたのですか。 

―産直市の会ができたのは開園してから 2年後。

今年で結成 15年になる。地主との土地の使用貸

借が今年で 15年であり、今年で土地貸借の期限

となる。今後どうなるのかはわからない。もっ

と早く具体案を出してほしかったが、いまだに

出ていない。産直市の会ができる前はハナトピ

アの駐車場の下のところでテントをかけて 10

人程の少人数で行っていた。それが発展して階

段上でハッピー旬の市という名前でスタート。 

もともとこの施設は農林省の補助事業であり、

農業の活性化・農業者と市民の交流の場という

目的で建てられたもの。産直市はその主旨に沿

っている。 

②メンバー構成はどのようか。 

―小川 6、志賀 4、岩沼 5（朝日、二木、かじ橋）、

下野郷 3、玉浦 4、南長谷 1、松が丘 1下野郷は

もともと玉浦白菜で有名。 

③メンバーの被災状況とハナトピア岩沼におけ

る震災当時の活動。 

―玉浦の 4 名の方が津波の被害を受けた。4 人

のうちの 1 人の相釜の人は家も田んぼも津波で

流される被害にあった。着の身着のまま逃げて

きた。それでも会員としては残っており役を引

き受けている。立派なメロンやカボチャを作っ

ている方だったが、畑も流されてしまったため

作れなくなってしまった。下野郷地域の方々は

家に被害はないが、田畑が塩害で作物の育ちが

悪くなってしまった。 

震災当時、市内のスーパーがあいていなかっ

たので、被害のないハナトピア岩沼で被害のな
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い方が産直市をオープンさせた。そのときはＦ

Ｍで産直市をオープンすることを伝えてもらっ

た。ハナトピア岩沼で産直市を開くことがネッ

トで全国的に広まり、松が丘に住んでいる方の

東京にいる娘さんが教えたりした。当時ものす

ごく並んだが、一人 3 点まで等と制限して販売

した。ハナトピア岩沼ではその頃地域の方によ

る炊き出しも行っていた。 

④産直市の会はどのような取り組みや活動を行

っているのか。 

―土日のハナトピア岩沼での営業がメイン。11

月 23日に商工会で「倍返し市」を行っており、

それにも出店要請があり出張販売していた。各

種イベントに声をかけられて参加することはよ

くある。主に岩沼市内のイベント。他には内輪

のイベントである収穫祭などで盛り上がったり

もする。秋の収穫祭は 13年間、2日間ずつ続い

ているが、11 月 24 日に産直市の会内の全員投

票で 1日にするか 2日のままでいいか決めた。

結果は 1 日ということになった。理由としては

疲れるため。産直市の会としては 1 日のみとい

うことに決定したが、まだイベント実行委員会

には伝えていない（第Ⅳ-5図）。 

河北新報にも産直市の会が取り上げられてＦ

さんが掲載されたようだが、なんでも震災から

の復興や絆とつなげられており、話していない

内容が載せられた。そんなに簡単に被災者が農

業に復帰できることはない。中にはお客さんと

して、来ている方がいるかもしれないけれど、

生産者側は特に震災から復興したという意識は

ない。 

⑤産直市の会の運営や問題に関して。 

―出資金が入会金 2万円。年会費 5千円。定

期的な集まりは特にない。全体会が年に 1・2

回ある。みんなで共有したいときは全体会で話

し合う。普段は役員会が年に 6回開かれて意思

決定をする。総会でも方針を決める。細かいこ

とについては1・2カ月に1回の役員会で決まる。 

品物の集配に関しては、産直市の中で自分の

野菜を置く棚が決まっている。ひとつずつ棚を

割り当てられて、開店までに自分で搬入し自分

で陳列する。店の当番は会員が毎回 2 人ずつ順

番。日当が 5000円出る。 

メンバーは総務・販売・イベントの 3 つの部

会に属さなければならない。総務は講習会を行

ったり、資料を作ったりレジ当番表を作ったり

事務的な作業。販売部は店の内部のことについ

て。飾り付けや定期的な棚の移動（良い場所・

悪い場所について不満がないように）。苦情は直

接Ｆさんにくることが多い。また、産直市で万

引きをする常習者もいて問題である。会員のお

財布を盗まれたこともある。持ってきた品数と

会計の清算が合わないこともある。生産者側も

鮮度の悪いものを出したりすることがある。信

用をなくしてしまうため、そうしたことがない

ようしっかり伝えるようにしている。こうした

仕事も実は販売部の仕事だが、言いにくいため

会長であるＦさんがしている。 

イベント部に関しては秋の収穫祭は実行委員

会で行う。産直市の会としての収穫感謝祭も行

っており、そちらの企画をイベント部が行って

いる。暮れに行っており、お客さんにティッシ

ュをプレゼントしたり、コーヒーや甘酒を無料

で配布したりしている。しかし、ここでも問題

があり去年の景品は胡瓜など計 300円相当であ

り、産直市で金額に関わらず品物を購入したら

プレゼントというものであった。そこに家族で

来て 100円くらいのものを購入してレシートを

見せてプレゼントを持っていってしまった。そ

の反省から今年は感謝祭をおやすみにする予定。
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予告せずにサプライズでやろうかは検討中。 

産直市の会のメンバーでこれらの部会を分担

している。各部長が副会長も兼ねている。他に

会計も 2 人いる。大金を預かって銀行に振り込

みに行く。各個人ごとに集計して集める。そう

いった事務処理もやっているので大変。会計の

お仕事は毎週。会員の手数料は売上の 13％であ

り、集計の際に 13％分を引いてみんなの分を振

り込む。売上の 13％分が会の収入になり、それ

で運営している。とはいっても運営費はあまり

かからない。市から借りている家賃くらいしか

かからない。家賃と電気料合わせて 3 万円くら

い。その他のお金は講習会に使ったり研修と称

して温泉に行ったり忘年会をすることに使って

おり自分達のためにつかっている。 

⑥産直市の会以外にも産直や農産加工を行って

いるのですか。 

―産直市の会では推奨もしていないし関わりも

ないけれど、個人的にいろんなお店に出しては

いる。ほとんどの人がハナトピアと掛け持ちし

ている。Ｆさんは生協にも出している。セルバ、

ヨーク、産直販売「おてんとさん」に出してい

る方もいる。 

2））））ハナトピアとのハナトピアとのハナトピアとのハナトピアとの関関関関わりについてわりについてわりについてわりについて 

①ハナトピアにはどのような経緯で関わること

になったのですか。 

―ハナトピア岩沼ができたばかりの当時、市の

職員が産直市のようなことをやりたい、という

ことで何人かの農家に声をかけた。職員が農家

を説得しながら始まった。今は 28人程。最初の

2年間、階段下でやっていたときは 10人程で少

なかった。産直市の会ができてからはほとんど

同じ。産直市の会ができるときに大募集して人

数が増えた。その時から現在にかけて人数はほ

とんど変わらない。産直市の会はハナトピアに

誘われてハナトピアを拠点として作られた組織

で、産直市の会としてハナトピア以外での活動

はない。 

②秋の収穫祭の千人鍋には「産直市の会」とし

ても関わっているのですか。また、千人鍋の準

備について。 

―どっぷり関わっている。鍋の材料も地元の野

菜を使っている。正確には生活研究組合に所属

しているおばさまたちが作っている。生活研究

組合は産直市の会の女性でだぶっている方が多

い。その組合は 2 日前から白菜を洗ったり、里

芋を切ったり準備を進めている。白菜は 250キ

ログラム使用している。大きな白菜 100個分く

らい。豆腐は 170丁。肉は 100キログラム。量

が多いと味が良い。生活研究組合の方が主にお

鍋を作っている。最初は「ふじや」という料理

屋の旦那に鍋の調理をお願いしていた。何分後

に味噌を入れる等を記した詳しいレシピを作っ

てくれていたのでその通りに調理する。市役所

の農政課がなべ物の配布の手伝いをしていたこ

とに関して、市のサポートがなければこういっ

たことはできない。市の応援がなかったらでき

ない。 

③以前は春恋まつりにおいて○○の鍋というの

があったようですが、それは産直市の会とは別

の人々によるものですか。春恋まつりについて。 

―産直市の会の方が鍋の準備をしていた。4 種

類程鍋はあった。しかし、去年から春恋まつり

そのものをやめた。3 月は風や雪が降って大変

だし、品物もあまりない。人もけっこう来ては

いたが、主催者側にとっては大変。産直市の会

の方が鍋の準備をしていた。鍋は 4種類あった。 

④産直市や春秋のイベント以外にも、ハナトピ

アの行事（料理教室など）に関わっているので

すか。 
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―あまり関わっていない。産直市の会の方が味

噌作り講習は行っていた。キムチ作り講習会も

行っており、岩沼西小学校で教えた。漬物やも

ち等加工する際には免許がないとできず、許可

が必要。産直市の会の中に免許を持っている方

は 5・6人いる。免許とは言うが、保健所への届

け出のようなもの。 

⑤ハナトピアでの産直活動は他の産直活動に比

べて多いと言えますか。 

―他の産直活動はあまり行っていない。個人的

にヨークなどに出している人はいるが、会とし

ての活動ではない。 

⑥ハナトピアで産直市をすることで、メンバー

農家の農業経営に良い効果がありましたか。 

―ある。Ｆさんは生活のための経営だが、旦那

も退職して旦那と一緒に農業をして産直市で売

って小遣い稼ぎ程度の方もいる。それが生きが

いになって欲が出て周りの人と売り上げも気に

したりしながらやっている。それがエネルギー

や生きがいになっている。年のわりにはみんな

いきいきしている。 

⑦産直市での販売のために、栽培する野菜の種

類を増やしたようなことはありますか。具体例。 

―完全に販売のための栽培になっている。市場

用であれば、白菜を一反分くらい大量に作るけ

れど、少量多品目に変わっている。時期をずら

して常にいろんなものを一定量売ることができ

る栽培に工夫している。これは仕事上効率が悪

い。効率は悪いけれど市場に出すよりも高く売

れるし喜んでもらえる。それが生きがいになっ

ている。今の時期は野菜と名のつくものはなん

でもある。甘さがぎゅっとつまって熟したフジ

リンゴも売っている。すぐに傷んでしまうため

市場には出せず産直市で売っている。完熟して

おりすぐ食べる分には良いが貯蔵させて食べら

れないため産直市で売っている。 

⑧ハナトピアでの産直活動における消費者の意

見や要望が、農業経営に張り合いを与えたりメ

リットになっているようなことはありますか。

また課題について。 

―お客さんからは文句があるときは言うけれど、

良いときは特に何も言わない。いちいち「おい

しかったよ」等とは言わず、黙って買うだけ。

黙って買うということはおいしいということで

あり、良いサイン。売れ残るのはアウト。売れ

行きで客の反応・評価がわかる。残るか残らな

いかは生産者による。消費者と生産者が顔なじ

みになったりすることは特にない。レジ当番の

方は少しあるかも。むしろ、そうならないよう

に気をつけている。以前勝手な行動をする生産

者がいたため注意して会をやめてもらった。自

分の野菜をたくさん売りたいがために、お客さ

んに自分の棚で押し売りのようなことをしてい

た。他にも店内以外の場で消費者が野菜を取り

置きしておいてもらい、後で産直市ではない場

で安く売る。そうすると生産者側は産直市の会

に手数料を払うことがないのでその分儲かるた

めそうした売り方ばかりになってしまう。そう

いったことを防ぐためにも生産者と消費者はあ

まり慣れ合わないように気をつけている。 

⑨産直市の客足や売れ行きに関して。季節によ

ってどんなちがいがありますか。 

―春先や冬は野菜が少ない。ただ、どの季節で

も野菜を売れるように時期をずらして栽培した

りもしているので産直市に並ぶ品が途切れるこ

とはないが、品数が少ない。品数が少ないから

といって産直市で仕入れ販売をすることは禁じ

ている。また、どこかで誰かから品を仕入れて

販売することも禁止。自ら生産したものだけを

販売。そうしなければ産直の根底が崩れてしま
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う。地元の作物であるため、少量になってしま

うのはしかたないこと。 

⑩ハナトピア岩沼が市の直営になる前と後では、

産直市の運営形態に違いはありましたか。また、

直営前後の状況について。 

―直営になったからといって産直市の会の運営

には特に関係ない。 

前は第 3 セクターだったため、市の補助でや

っていた。小野前市長から井口市長に変わった。

小野前市長は花のあるまちづくりということで

ハナトピアを進めてきた。Ｆさんは応援弁士だ

った。第 3 セクターで民間から出資を募って、

運営をしたけれどもそれを批判した井口市長が

直営に踏み切った。当時第 3 セクター時のハナ

トピアは小野前市長支持者のたまり場のように

なっていた。自分達のアジトのような感じで一

般の方が来にくかったという面もあった。 

⑪産直市の会の方も「ハナトピア岩沼あり方検

討委員会」に参加しているのか。また、今後ど

のような施設になると「産直市の会」には伝え

られているのか。また、どのような方向に向か

っていけばよいか。 

―農政課長も最初からいたわけではなく、途中

から来たのだからヒアリングしてもあまり意味

はない。産直市の会として求めているのは早く

市の展望を具体的に出してほしいということ。

暫定的に 2・3年程土地の期限を延長するといっ

た話があるが、正式には産直市の会にも方針が

伝えられていない。こちらから聞いてもわから

ないと言われるばかり。産直市としても今後が

決められない。あとはレストランの再開を希望。

消費者の中にはハナトピアに来たら飲んだり食

べたりしたい人がいる。以前はアイスクリーム

を食べるところがあったが、今はないためレス

トランに再開してほしい。しかし、そうした場

所はなく市がはっきりしないために前もレスト

ランの入居募集があったが、現在 2・3年でハナ

トピアが閉じてしまうという情報があるため、

設備投資したがらない。市が 10年は続けますと

言えば条件は良いところなので入る人はいる。

レストランの再開と長期的な見通しを立ててほ

しい。野菜ばかりではなくて岩沼の物産も売っ

たらよい。豆腐や納豆、肉なども売ってもっと

拡大した産直になればよい。ハナトピアに来た

ら夕飯の地元食材がそろうように。そうすれば

人もくる。 

前は「ハナトピア岩沼あり方検討委員会」に

メンバーとして参加していた。Ｆさんという女

性の方。参加していたが、委員会内でなかなか

結論が出ず抜けた。いろんな意見があり、農政

課もまとめきれなくなっている。Ｆさんとして

はもともと農業振興施設としてスタートしたの

だから、その方針でいくのがベストだと考える。

市では財政負担がふくらむとは言うけれど、市

の施設は黒字になってはいけないはず。朝日山

公園も公民館も赤字のはず。市民が利用して便

利になれば納得する。市の財政支出はしかたな

いと考える。庭園部をもとの田んぼに戻して返

す方がお金がかかる。 

⑫「花」という名称とテーマが消えるようです

が、そのことについては「産直市の会」内では

どんな意見がでていますか。 

―小野前市長が「花」と「空港」のあるまちと

いうキャッチフレーズで出したから「花」とい

うテーマできた。Ｆさん自身はハナトピア岩沼

に対して花というイメージはない。ここに来れ

ば花園であり花畑がたくさんあるという印象も

ない。名称として「ハナトピア岩沼」と言って

いるから根付いているだけで初めから花の印象

は特にない。ハナトピア岩沼という名称を変え
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るという意見もあるが、例えば名称を変えたと

しても、これだけ名称が馴染んでいると「もと

のハナトピア」と言うようになってしまう。だ

から今更変える必要もない。 

⑬ハナトピアは農業振興施設として作られまし

たが、地区の農業、また岩沼の農業活性化には

ある程度役立ったといえるとお考えですか。 

―役立っている。 

⑭ハナトピア内にある花木センター・ＦＭ・生

涯学習活動との関わりはあるのか。 

―花木センターとは関わりがない。園芸の方た

ちがやっている。お客さんも少ない。ＦＭとは

関わりがけっこうある。前までは産直市を毎週

中継していた。レポーターが来て「今日はどん

な野菜があるか。どんな野菜がお得か」等をラ

ジオで流していた。毎回産直市からも順番にラ

ジオに応えていた。ラジオを聞いて産直市に来

る方もいた。今は毎週火曜日のベジフルカフェ

という番組で農業生産者が出演している。出演

者はこんにゃく・白菜生産者などいろいろで農

業の話題を話す。番組の中の 10分のコーナー。

なまりのはいった言葉で話すのが盛り上がる。

中継もしやすくＦＭの方から出演依頼がくる。 

 

４．ハナトピア岩沼事務所 

12月 3日 9時から約 2時間にわたってヒアリ

ングを行った。応対者はハナトピア岩沼事務所

所長であった。質問と回答の要点は次のようで

ある。 

1））））施設施設施設施設のののの維持維持維持維持・・・・管理管理管理管理とととと利用利用利用利用についてについてについてについて 

①ハナトピア内には、庭園、温室、産直市の施

設、生涯学習活動の部屋、ＦＭ岩沼、花木セン

ター、貸し農園などの施設がありますが、それ

らを管理する体制（係の構成、従事する人）は

どのようですか。 

―貸し農園はハナトピアの敷地内にあるが、農

政課が担当している。ハナトピアの事務所で管

理しているわけではない。貸し農園に関して貸

してもらうときの申請は市役所で行うようにな

るが、使用する際は事務所に声をかけてから使

用する。 

係の構成に関しては、所長であるＭさんがい

て、その下に市役所の課長補佐とハナトピアを

兼務しているＫさんがいて、他は業務員が一名、

嘱託職員と臨時職員が各 1 名いる。Ｋさんはだ

いたい本庁である市役所にいる。常にハナトピ

アにいるのは所長と臨時職員。ハナトピアの外

回りに関して従事しているのは、業務員と嘱託

職員。業務員は庭園の管理を行っている。草取

りはシルバー人材センターの方にお願いしてや

ってもらっている。業務員の方は刈り取った草

を集めて焼却施設に持っていったり植木の剪定

をしている。専門業者にも頼んでいるが、夏場

の水やりのような日常的な樹木と花の管理を業

務員が行っている。2 人（業務員と嘱託職員）

ですべての庭園の手入れをしている。年に 1 回

植木の剪定は専門業者にやってもらう。 

事務所・施設は公民館のような役割を担っている。 

 

第Ⅳ-1表 庭園部における役割分担表 

 

 

 

 

 

 

 

②シルバー人材センターの方もいるようですが、

どんな仕事をされているのですか。 

―庭園部の除草と日直代行をおこなっている。
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公民館のように貸し館の役割も担っているため、

土日や夜といった時間外の利用がある際にシル

バー人材センターさんに頼んで受付や片付けと

いった管理をしてもらっている。シルバー人材

センターの方が花植えなどをしているわけでは

なく、岩沼造園組合が行っている。 

③ふれあいスペース、研修室、体験加工室、コ

ンピュータ室、ギャラリーとはそれぞれどこな

のでしょうか。また、それぞれの部屋でどのよ

うな活動がどのような頻度で行われていますか。 

・ふれあいスペース：事務所の前のイスやテー

ブルのあるスペース。適当に談笑したりする場。 

・研修室 1・2（写真6）：フラワーアレンジメン

ト・アトリエ教室の方々が利用する。また、会

議室としても広く使える。イスは計 60脚ほど用

意できる。 

・体験加工室（写真7）：大きな冷蔵庫やもちつ

き器、オーブンなどがあり調理の設備がそろっ

ている。農産加工をする意図で作られたが、思

うようにならずお菓子教室などとして利用され

ている。 

・コンピュータ室（写真5）：4・5台のパソコン

がある。以前は人も多かったが、今年度のパソ

コン教室の参加者は 0名。時代の流れとともに

パソコンを買う人は基礎ができる人が多く、わ

ざわざ講習を受けない。農業経営におけるパソ

コン教室のようなこともやっていた。 

・ギャラリー（写真4）：普段はあまり使われて

いない。また、秋の収穫祭のようなイベント時

にはそれぞれの活動における作品を展示したり

もする。春と秋に１回ずつ盆栽・山野草展示な

ど行っている。写真展もたまにある。 

・放射能測定室：農産品など持ち込んだりして

ベクレルの値を測定できる。白衣を着た先生が

常駐している。最近はあまり人が来なくて、月

に何件か訪問がある程度。岩沼市内全域の学校

と保育園・幼稚園の給食を週に 2回程計測して

いる。また、学校の空間中のマイクロシーベル

トも週 2回程測量している。放射能測定に関し

てはハナトピア岩沼とは全く別であり、生活環

境課の管轄で行っている（写真8）。ハナトピア

は場所の提供をしているだけ。 

・庭園部（写真9,10,11）：12月 3日は岩沼造園

組合の方がメイン庭園の花の植え替えを行って

いた。土を耕して色とりどりの花の植え替え。

また、ボランティアで草取りをしている近所の

おばちゃんもいる。 

④市役所の資料にデータとして掲載されている

施設内の利用者人数はどのようにカウントして

いるのかに関して。 

―施設内の部屋を利用する際に申込書を書いて

もらう。その紙面で何人ほどの参加者を予定し

ているか書く欄があり、それをもとに利用者数

をカウントしている。だいたいの数字でまとめ

ている（第Ⅳ-3図，第Ⅳ-4図）。 

⑤貸し農園はどのように使われているか。 

―本庁農政課の管理なのでよくわからない。 

市民農園ということなので、希望をとってある

区画を貸し出して農作物を作って収穫してもら

っている（第Ⅳ-7表）。 

⑥展示スペースが施設内にあるようだが、フラ

ワーアレンジメントなどの作品が常設展示され

ているのですか。 

―常設展示はとくにない。春と秋に１回ずつ山

野草や盆栽を展示する。また、秋の収穫祭のよ

うなイベント時にはそれぞれの活動における作

品を展示したりもする。写真展もたまにある。

同じ趣味の仲間や友達は来るようだが、一般の

方が見に来ることはあまりない（第Ⅳ-4図）。 
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⑦庭園部の花はどこから仕入れているのか。 

―岩沼造園組合。市から委託されて行っている。

花を仕入れて植えかえるところまでやってもら

っている。花を届けているのは市内の農家。年

に 3回程行っている。 

⑧庭園の花の手入れは誰がどのように行ってい

るのか。 

―除草はシルバー人材センターで、水やりはハ

ナトピアの職員が行っている。 

ボランティアで草取りをしてくれている近所

のおばちゃんは天気の良い日にはほとんど来て

作業してくれている。助かっている。 

⑨農政課から各施設ごとの利用者数、イベント

の入れ込み数のデータをもらっているが、庭園

に来訪する人の数については把握しているのか。 

―毎日 10時 30分に車の台数を数えている。車

１台につき 1.7 人と考えて台数×1.7 か台数×6.8

で計算している。こういった利用者数を考える

計算式があるので、それにのっとって計算して

いる。入場料がかかるようであればしっかりと

人数を把握する必要があるが、そうではないた

め的確な数は出していない。 

⑩東日本大震災での被災状況はどのようでした

か。震災時の状況と合わせて教えてください。

（Ｎさん回答） 

―2011年 3 月 11日 14時 46分当時は春恋まつ

りの前日で、あとテントを 2 張りするところで

あった。建物にはあまり被害はなかった。コン

ピュータ室、会議室、加工室などにおいて暖房

器具がはずれたりひびが入ったりはした。ハナ

トピア岩沼は自家発電のため、電気がつかなく

なってしまったことを知らなかった。17時以降

になるとハナトピアは電気がついていたために

人が集まってきた。 

3 月 11日 20時くらいに防火クラブの婦人方

がやってきて、テントもあるため炊き出しを始

めた。自家発電もテントもあり、あとはある程

度の材料を運ぶだけですぐに炊き出しをするこ

とができた。その後市役所からも米の援助がき

て夜中の 1時か 2時ころに就寝した。翌朝 5時

くらいには起床して自家発電の油を買いに行っ

た。自家発電は 3 日しか動かずその後は自動停

止になってしまうため。最初は 1日 2回行って

いたが、タンクを購入してからは 1 日おきに油

を購入しに行った。電気がつくようになってか

ら、業者の方に自家発電をみてもらったところ、

「もう少しでオイルがなくなるところだった」

といわれた。自家発電は船のエンジンを使って

いた。なにがあるかわからないため、Ｎさんは

朝早く起床して夜は遅くに就寝するという生活

をしていた。その生活が 1 週間ほど続き当時の

所長さんもそれで体をこわしてしまった。最初

はハナトピア岩沼に 3 日ほど泊まっていた。そ

れからだんだん避難していた方も家に帰って行

き、最終的には 2・3組が残っていた。 

3月 12日 5時、避難している人は合計 106人だ

った。3月 11日の 17時 50分から翌朝の 1時 30

分まで職員と地元の人がおにぎりの炊き出しを

行った。岩沼市内では最も早く炊き出しができ

た。3月 12日も同じく炊き出しを行った。3月

11日からずっと炊き出しを行う。3月 13日に 7

時30分から19時30分までハナトピアの駐車場

で給水活動が始まった。同日、7時 30分から 20

時 30 分まで炊き出しを行った。13 日までは炊

き出しのおにぎり 1000個程であったが、14 日

からは自衛隊の方が炊き出しに来て 7600 この

おにぎりを作った。16日も給水と炊き出しが行

われた。おにぎりの数は 9400個。自衛隊が来て

から戦力が大幅に上がった。炊き出しと給水活

動がずっと続いて3月24日に自衛隊の炊き出し
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が終了した。3 月 25 日に給水活動は行ったが、

市内ほぼ全域で水が通った。 

 

第Ⅳ-2表 震災当時のハナトピア岩沼の状況 

 

2））））オープンオープンオープンオープン当時当時当時当時のののの状況状況状況状況についてについてについてについて 

①ハナトピア岩沼の直営化前と後で運営形態な

どに関してなにか変化や影響はありましたか。 

―わりと最近ハナトピア岩沼の担当になったた

め、よくわからない。もともとハナトピア岩沼

はお金を払って庭園を見に来たり、花木センタ

ーや産直市でお買いものをするような場所とし

てスタート。以前はハナトピア岩沼は営業目的

で農業振興を図ろうとしていた。お金を払って

また来る人はあまりいなくなった。 

②ハナトピアオープン当時は、岩沼市では「花

いっぱい活動」をやっていて、「花」がまちづく

りのテーマになっており、「ハナトピア岩沼」も

そうした関連の中でつくられたようですが、そ

のあと「花」による町づくりはどのように展開

してきたのですか。 

―市全体の環境美化活動ということで生活環境

課がもとじめ。公衆衛生組合連合会といった組

織が花いっぱい活動には関わっていた。花やぎ

ネットワークは町内会の活動で花植えをやって

いる。 

3））））市役所農政課市役所農政課市役所農政課市役所農政課とのとのとのとの関係関係関係関係 

①農政課には毎日の出来事を報告したり、指示

を仰いだりするのですか。 

―組織上は市長がいて副市長がいて部長がいて

課長がいて係長、その他の職員となっている。 

また、市長がいて副市長がいて市民経済部長

がいてその下に農政課長がいる。ハナトピアの

所長は市民経済部長の下になっている。ハナト

ピア岩沼の監督権は農政課にはなく、市民経済

部長となっている。農政課長にはハナトピアの

指揮監督権はないけれど、関連があるために情

報提供は頻繁に行っている。組織上は農政課長

とハナトピアの所長は並列。またＭ所長は所長

兼嘱託職員。農政課長補佐がハナトピア主幹も

兼務しており、まとめて管理してもらっている。

なにか問題があった際には部長と課長に報告し

ている。実績の報告を農政課にもしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第Ⅳ-1図 ハナトピア岩沼に関する組織図 
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②農政課の方はどれくらいの頻度でハナトピア

岩沼に来訪するのですか。 

―ハナトピアの方から連絡をすれば、問題の重

要度や大きさによって直接来たり来なかったり

する。 

4））））利用実態利用実態利用実態利用実態をををを最最最最もももも近近近近くでくでくでくで見見見見ているているているている立場立場立場立場からみからみからみからみ

たハナトピアのたハナトピアのたハナトピアのたハナトピアの役割役割役割役割についてについてについてについて。。。。 

①ハナトピア岩沼は農業振興施設として開設さ

れましたが、ハナトピア岩沼のおかげで農業は

活性化していると思いますか。また、岩沼の農

業のＰＲの場になっていると思いますか。 

―今行っているのは土日の産直市のみ。農業振

興のひとつにはなっているが、岩沼の農業の活

性化にどの程度つながっているかと言われると

そうでもない。花の苗を市内農家から買ってい

るとか花木センターの売上、岩沼園芸組合が樹

木の剪定を行っている事に関して少しは農業に

寄与し役立っているといえる。 

②ＦＭはふだんから岩沼やハナトピア岩沼の情

報拠点として貢献していると感じますか。（エフ

エムいわぬまより回答） 

 

エフエムいわぬまは、平成 10年 4月 30日に

仙南地域で初のコミュニティエフエム放送とし

て、公設民営（資本金 5000万円（内岩沼市役所

が 51％）の災害情報・地域情報を放送する目的

で開局し、今では 15年になる。20011年 3月 11

日に発生した東日本大震災時には、市民に災害

情報を的確に報道を行い、市民からは役に立っ

たと評価された。また、地域情報としては、地

元のイベント情報や、幼稚園・小学校・中学校・

高校等の番組なども行っており、地域に役立つ

放送局を目指す事を常に目標としている。（エフ

エムいわぬまより） 

 

震災当日か翌日からエフエムで市長が 7時、9

時、11時、13時、15時、17時、19時に災害対

策本部の本部会議を行うたびに市長が市民に情

報提供していた。だんだん頻度は減ったものの、

避難所では館内放送で流れており役立った。 

③施設を最も近くで管理・運営している立場か

ら見て、問題点や改善点はありますか。 

―ハナトピア岩沼には年間 3000 万円前後がか

かっている。ハナトピアは 3000万円かけただけ

のメリットがどれだけ市民にあるのか疑問であ

る。このまま将来ハナトピアを続けていてよい

ものか。去年のハナトピア岩沼あり方検討委員

会において、専門家から意見も出してはもらっ

ているが、具体的にどうするかは決まっていな

い。だから、ここ数年同じようなやり方でやっ

ていくしかないのが現状。税金で毎年 3000万円

かけて 10年で 3億円になってしまう。市民に対

してそれだけの利便教養があるのかどうか。ま

た、農業振興においてそういった役割を果たし

ているかというと疑問。例えば経費を倍かけた

としても、毎日人が何百人も来て市民の心安ら

ぐ場になるのなら、経費をかけても良いと思う。

このあたりを通りかかるのは市外の方が多い。

街中にあればもう少し市内の人が来る。 

5））））ハナトピアのハナトピアのハナトピアのハナトピアの今後今後今後今後のあるべきのあるべきのあるべきのあるべき姿姿姿姿についてについてについてについて 

①今後のハナトピア岩沼に関して「ハナトピア

岩沼あり方検討委員会」で検討されているよう

ですが、事務所の方もこの委員会に参加してい

るのですか。 

―事務所に与えられた責務は現場の管理である

ため、参加はしていない。ハナトピア岩沼の事

務所は現場の管理のみのため、こういったこと

に関しては立場上言えない。この部分は市民経

済部長に聞いてみてほしい。 
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②市当局からは、今後どのような施設になると

いうふうに、事務所には伝えられていますか。 

―方向性は決まっているが、具体的には決まっ

ていないため数年間は現状維持だというふうに

伝えられている。 

③「花」というテーマは消えるという案もあり

ますが、そのことについては事務所ではどんな

意見が出ていますか。 

―年間 3,000万円かけているだけの効果や見返

りがないと考える。だとすれば、別な方法があ

るのであればよいのではないか。 

④農業振興施設としての名目を変えるという案

もあるようですが、それに関して事務所として

はどのように考えますか。 

―市としての方針は現場ではなく上層部が決め

るものであり、現場があまり言うことではない。

ただ、3,000万円かけて農業振興に役立っている

のかというと現状としてはそのように誰も考え

ていない。よってこのままではいけない。かと

いって良さそうな具体案が出ていないのも現状。

農業振興という国の政策によってハナトピア岩

沼をつくった。GATT ウルグアイ・ラウンドな

どで農家に温泉を作ってみたりよくわからない

ことを各地でしていた。お金をかけただけのこ

とをしているのかが問題。西地区には西公民館、

農村環境改善センター、勤労者センター、ハナ

トピア岩沼と 4 つの施設が西側だけでもある。

それぞれ目的は異なるとはいうが、考えようで

ある。こういうものを建てればこれを必要とす

る人は必ずいて、その人たちにとってはなくな

ると困る。役割が重なってしまうような施設は

本来であればなくしていくのが良い（市民体育

センターを事例に）。今利用している人は必ず

反対して市長にお願いしたり、市議会議員には

たらきかけて残すようにする。それぞれの施設

に光熱費や人件費がかさむため支出も施設ごと

にかかる。本当は思い切ってなくしてしまった

ほうが良い。例えばハナトピア岩沼がなくなっ

てしまっても、西公民館などに引っ越せばそれ

ぞれの活動は継続することができる。今より不

便にはなるかもしれないが、なんとかなる。 

 

５．小括 

 ヒアリング内容をもとにそれぞれの組織の立

場・役割と問題点を表に整理した。問題点は、

ヒアリングの中から問題点であると考えられる

部分を抜き出した。 

第Ⅳ-3表 各組織の立場・役割と問題点 
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６．利用データの分析 

1))))利用状況利用状況利用状況利用状況    

岩沼市のホームページ上や岩沼市役所からも

らったデータを引用し整理していく。 

 

第Ⅳ-4図 管理費の推移 

 
第Ⅳ-5図 ふれあい広場利用者数の推移 

 

第Ⅳ-6図 屋内施設の利用者数の推移 

第Ⅳ-1表 使用回数 

 

 

第Ⅳ-2表 1回あたり参加者数 

 

 

第Ⅳ-3表 講座の種類別開催回数（2013） 

 

中止になったものも含む 

第Ⅳ-4表 体験農園貸し出し数（区画） 

 
福祉団体 一般市民 

2006 26 28 

2010 18 36 

2011 18 36 

2012 18 36 

 

2））））利用状況利用状況利用状況利用状況とヒアリングからみるとヒアリングからみるとヒアリングからみるとヒアリングからみる考察考察考察考察 

    まず、第Ⅳ-3図「ふれあい広場利用者数の推

移」からみていくと、2001年からふれあい広場

の利用者数が増えている。これは、1999年に市

直営化に伴い入場料が無料になったことを受け

施設内ふれあい広場にも入りやすくなったので

はないかと考える。 
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第Ⅳ-7図 イベント入込数の推移 

 

また、ヒアリングより,第 3セクターが管理し

ていた当初は当時の市長に関わる人々のたまり

場のようになっており、入りにくい雰囲気だっ

たという声もある。 

 第Ⅳ-4図「屋内施設の利用者数の推移」から

は、レストランがオープンしていた時期と閉め

てしまってからの時期に大きな差がみられる。

このことから、ハナトピア岩沼におけるレスト

ランの存在意義は大きくヒアリング内容にもあ

るように、食べたり飲んだりできる場所の必要

性が高いと言えるのではないか。また、ギャラ

リーやコンピュータ室の利用者数は年々減少傾

向あり、それぞれの部屋を利用した講座数や講

座の需要が減少していることが背景として考え

られる。 

第Ⅳ-4表「使用回数」からは、研修室の使用

に関して毎年ほぼ一定の回数をキープしており、

なにかしらの会議や活動により需要があるので

はないかと考える。 

第Ⅳ-6表「講座の種類別開催回数」に関して

は、ハナトピア岩沼は農業振興施設でありなが

ら、農業者対象の講座全体から見て少ないと言

える。農業者対象の講座の種類は多いため、農

業振興施設としての役割を果たすためには回数

をより重ねる必要があるのではないかと考える。

また、フラワー系の講座であるフラワーアレン

ジメント講座等に関しては、「ハナトピア岩沼」

という名前や庭園部の存在からより力を入れて

いくべきではないかと考える。ヒアリングにお

いて農産加工という分野の農村環境改善センタ

ーとの役割の重複という声があったが、フラワ

ー系講座に特色をもたせたり力を入れることで

違いを出せるのではないか。 

第Ⅳ-7表「体験農園貸し出し数」に関して、

近年はフル稼働の状態である。背景としては家

庭菜園など農業への関心の高まりが考えられる。

このことから、市民の一部ではあるが農業に関

心があり、やり方次第ではそういった層にハナ

トピア岩沼の利用をより促せるのではないか。 

第Ⅳ-5図「イベント入込数の推移」に関して

産直市がスタートしてからは、全体のイベント

入れ込み数の推移が大きく上がっている。産直

市については農業振興施設の意義に沿って役割

を果たしていると言える。今後もより成果を出

せるイベントとして期待できる。秋の収穫祭に

ついては、秋の収穫祭が始まった 2000年から現

在にかけて 4倍以上も入れ込み数が上がってい

る。ハナトピア岩沼のイベントとして年々定着

していることがよくわかる。また、バラまつり

による入れ込み数も全体からみて多いと言える。

しかし、ヒアリングより予算削減のために近年

バラの栽培をやめてしまった。この入れ込み数

のグラフからバラまつりを心待ちにしていた

人々などバラまつりの需要はあると考える。人

気があり需要のある祭りは復活させてもよいの

ではないか。 
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Ⅴ．課題と提言 

本研究では，岩沼市政上の問題になって久し

い農業交流施設「ハナトピア岩沼」を対象に，

その設立前後からの経緯を「市政だより」をは

じめとする関連資料から整理し，施設にかわる

当事者へのヒアリングに基づいて運営実態とそ

の問題状況について明らかにしてきた。本章で

は，当事者ヒアリングに基づく筆者の評価につ

いて整理（１節）した後に，冒頭に述べた 5つ

の問題点に関する問題状況を整理する（２節）。

そして最後に（３節），施設の有効利用に向け

た筆者の提言を示したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第Ⅴ-1表 それぞれ立場の果たした効果と評価 
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１．それぞれの立場からみた効果と評価 

 ヒアリングを実施したそれぞれの組織がおか

れている立場において、ハナトピア岩沼のため

に果たしてきた効果とこれまでの活動や意識な

どからみた評価を筆者独自の客観的な視点で表

に整理した（第Ⅴ-1表）。 

 

２．問題点に関する考察 

本論文の研究目的に沿って、ハナトピア岩沼

に関する問題点を整理・考察していく。 

1））））当初計画当初計画当初計画当初計画のののの理念理念理念理念とととと地域実態地域実態地域実態地域実態とのとのとのとの整合性整合性整合性整合性 

①観光・都市間交流促進地域活性化事業に関し

て（建設の目的・計画より） 

観光拠点施設としてまちの活性化を図る目的で建設さ

れており、都市間交流促進地域活性化事業であり、観

て・学んで・遊んで・商う、「観学遊商」ランドの構築

をしていく。その中で市内の観光レクリエーション施設

のネットワーク化が図られ通過型から滞在型へと人の

流れが変わることを期待する。 

岩沼市内にある他の観光地との連携によりさ

らなるまちの活性化などが期待されていたよう

だが、実際は連携ができなかった。連携不足の

要因である交通アクセスの面を差し引いても、

市内の観光拠点を連携させるようなイベントや

活動は今日まで特に行われていない。また、通

過型から滞在型とあるが、現在は「ハナトピア

岩沼」に寄り道する人も少ない状況である。通

過型にもなっていないという実情である。都市

間交流促進という面においては、「ハナトピア岩

沼」を拠点に活動している市民グループ内では

交流が活性化していると言える。しかし、ハナ

トピア岩沼に主体的に関わっている人々にとっ

ての施設といった印象が強く、それ以外の外部

の市民との交流は特にみられない。 

②農業に関わる研修施設としての役割も担うと

いう計画に関して。 

 施設内に研修室があり、生涯学習の場として

市民による教室が開かれている。しかし、農業

に関係の深い教室は少なく、市内の農村環境改

善センターとの役割の重複から農産加工の分野

においては「ハナトピア岩沼」で行う意義があ

るとは言い難い（第Ⅳ-3表）。 

③災害時の情報を市民に伝える目的と、通常は

地域の様々な情報の発信基地としての役割を担

うという計画に関して。 

災害時の情報拠点としての役割は十分に果た

しており、3.11震災時も多くの市民がＦＭいわ

ぬまを貴重な情報源としていた。また、普段も

「ハナトピア岩沼」においては産直市に関する

情報発信を行う等しておりローカルの情報局と

しての役割を果たしていると言える。 

2））））第三第三第三第三セクターによるセクターによるセクターによるセクターによる公益施設運営公益施設運営公益施設運営公益施設運営のののの未熟未熟未熟未熟ささささ 

第 3セクターである㈱岩沼市地域活性化セン

ターが「ハナトピア岩沼」を赤字にしてしまっ

たことを受けて、赤字になる前になにかできる

ことがあったのではないか。 

3））））不採算公共施設不採算公共施設不採算公共施設不採算公共施設のののの背景背景背景背景にあるにあるにあるにある運営体制運営体制運営体制運営体制のののの未未未未

成熟成熟成熟成熟 

市直営であるため利益を出せないとは言うが、

収入が少なすぎて「ハナトピア岩沼」庭園部に

おける花の維持管理に影響を及ぼしているので

はないか。例えば，経費節約のために庭園部の

バラがなくなってしまった。 

また、毎年税金 3,000万円程をかけて「ハナ

トピア岩沼」を維持しているが、それに見合っ

た市民への恩恵はあるのか。市民による活動に

おいても、「ハナトピア岩沼」が活動拠点である

という絶対的な理由に欠けるため存在意義が疑

問視される。 
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さらに、「ハナトピア岩沼」に関わるそれぞれ

の組織間による連携が不十分であると言える。

組織ごとに把握している情報等に差異がありよ

りよい施設にしていこうという意識が感じられ

ない。 

事業仕分けにより廃止と判断されたが、震災

の影響もあり限りなく現状維持に近い状況が続

いている。今後の見通しも不透明なため事業仕

分けでの判断と現在の状況において矛盾すると

ころがある。また、ハナトピア岩沼あり方検討

委員会では特に具体案が出ておらず今後のハナ

トピア岩沼の具体的な方向性が示されていない。 

4））））補助事業補助事業補助事業補助事業のののの名目名目名目名目であったであったであったであった農業振興農業振興農業振興農業振興のののの実効性実効性実効性実効性 

施設をつかった市民センターのような役割に

力を入れているように考えられるため、全体的

に農業振興施設としての役割を果たしていると

いう意識が低いと言える。「ハナトピア岩沼」に

主体的に関わっている人々による、農業振興施

設としての役割を果たしているという意識も低

いため、「ハナトピア岩沼」の存在意義が現在は

農業にないと言える。 

また、岩沼の農業を市民に PRする役割を果

たしているかという点について十分とはいえな

い。農業振興施設という名目でスタートしたが、

施設内の農業的活動は減少傾向にあり、その役

割は非常に限定的にしか果たされていない（第

Ⅳ-3表）。 

さらに「ハナトピア岩沼」と市内の農民グル

ープとの関わりが非常に弱く、ほぼ「産直市の

会」のみである。農協や市内の大規模な農業地

帯である沿岸部玉浦地区の農民グループによる

関わりも特にないことが実情である。また、岩

沼西地区にある農村環境改善センターと機能が

重複している点についても問題である。 

 

5））））施設施設施設施設がががが立地立地立地立地するコミュニティするコミュニティするコミュニティするコミュニティ施設施設施設施設としてのとしてのとしてのとしての

役割役割役割役割 

名目上は農業振興施設となっているが、施設

の役割が「コミュニティ的役割」＞「農業的役

割」になりつつある。よって、ハナトピア岩沼

あり方検討委員会において施設利用に重点を置

き農業振興施設という項目をはずすという意見

があった。現状としても市民センターとしての

役割が強くなってきており、目的がシフトして

きている。 

また、「ハナトピア岩沼」に関わる各々の組織

内では交流があっても、各組織同士の交流が希

薄であり「ハナトピア岩沼」を中心としたコミ

ュニティが確立されているとは言えない。その

ため、農村コミュニティ施設としての役割はあ

まり果たせていないと言える。 

「産直市の会」においては、組織を通じて活

動している人たちが活動に生きがいを感じ、コ

ミュニティの深まりも感じているため「ハナト

ピア岩沼」を拠点とした農業振興的なコミュニ

ティ施設の役割を果たしていると言える。しか

し、それ以外の組織に関してそうした意識は特

に感じられない。 

 

３．有効活用のための論点 

それぞれの立場の方へのヒアリングから「ハ

ナトピア岩沼」における役割や評価を整理し、

課題をまとめた。以上をもとに「ハナトピア岩

沼」のあり方について提言を行いたい。 

1））））農業振興施設農業振興施設農業振興施設農業振興施設というテーマのというテーマのというテーマのというテーマの再確立再確立再確立再確立 

 「ハナトピア岩沼あり方検討委員会」におい

て、農業振興施設というテーマを変えて新たな

施設として施設を活用するという提案もあるよ

うだが、農業振興施設という名目は変えなくて

よいと考える。理由としては、貸し農園がフル
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稼働であることや産直市の入れ込み数が安定し

てにぎわっているデータからみて、ハナトピア

岩沼での農業振興に関して成功していると言え

る事例もあるためである。また、庭園部や花壇

が花と緑をイメージさせ、「農業」と「交流」の

両方を結び付けることを象徴すると考える。農

業振興というテーマを変えて、敷地を元の田ん

ぼに戻して地権者に返すとしても多額の費用が

かかる上に、地権者側がそれを望んでいない。

改造するとしても多額の費用がかかる。 

さらに、庭園部現況を見たところ活用の可能

性を秘めているにも関わらず、花壇などをうま

く活かせるような提案が出されていないと思わ

れる。庭園部の活かし方に関する具体的な構想

は、後述することとする。 

さらに、農業振興施設というテーマの変更に

伴い、「ハナトピア岩沼」という名前も変えると

いう案がある。もともとハナトピア岩沼は農業

振興施設であり花というコンセプトにより「ハ

ナトピア岩沼」という名前に決定した。「ハナト

ピア岩沼」という名前は地域住民や施設利用者

に定着している。例えイメージを一新するため

に名称を変更したとしても、結局は「もとのハ

ナトピア」と言うようになってしまうのではな

いかとの意見があり、その意見に関して私自身

も同感である。よって、農業振興施設というテ

ーマは変更しない方がよいと考える。 

2））））交流交流交流交流拠点拠点拠点拠点としてのとしてのとしてのとしての役割役割役割役割をををを果果果果たすたすたすたす 

 施設の維持には毎年 3000 万円程の税金をか

けており、その分見返りが市民にあるかという

点においては疑問が残る。市民が立ち寄りたい

と思えるような交流の場にし、市民に貢献でき

るような魅力的な施設にしていかなければなら

ない。そのためには、人が集まるような仕かけ

作りが必要である。次の節で具体的な提案をし

たい。 

また、東日本大震災の際は、岩沼市の重要な

情報発信拠点の役割や避難所として機能し、市

民に貢献することができた。サテライトステー

ションは岩沼駅前にあるがハナトピア岩沼のＦ

Ｍ局は普段も情報拠点としての役割は果たして

おり、ローカル情報を発信し続けている。さら

にハナトピア岩沼がある三色吉地区では、ハナ

トピア岩沼の駐車場において毎年夏祭りを開催

している。つまり三色吉地区の交流の場として

の役割を果たしていると言えるが、三色吉地区

以外の他の地区からも人が集まれるような魅力

が必要と考える。非常時の避難所や情報拠点と

して活躍した面を今後も活かしつつ、よりよい

交流施設・拠点になるようにしていくべきであ

る。 

3））））既存施設既存施設既存施設既存施設とのとのとのとの連携連携連携連携 

 ハナトピア岩沼は当初計画においては観光拠

点としての役割にも期待が寄せられていた。ま

た、仙台と県南をつなぐ県道に位置しており立

地は悪くない。しかしながら、現在のハナトピ

ア岩沼の観光拠点としての役割は十分とは言え

ない。その理由のひとつに、他施設との連携不

足が上げられる。当初計画の中には二木大通り

線を活かした「グリーンピア岩沼」との連携な

ども指摘されていたが、それも実現できていな

い。市内にある既存の観光交流拠点（グリーン

ピア岩沼、竹駒神社、金蛇水神社など）との連

携を再検討するべきと考える。また、市バスや

民間企業の力も活用して組み合わせることによ

る連携もよいのではないか。 
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４．利活用提案 

上記で考えた 3つの論点をふまえて、ハナト

ピア岩沼の具体案を示したい。 

1））））農業振興施設農業振興施設農業振興施設農業振興施設をををを活活活活かすためのかすためのかすためのかすための提案提案提案提案 

 「ハナトピア岩沼」は農業振興施設として運

営されてきたが、実際には農業振興に結び付く

強いインパクトのあるものは少ない。岩沼市は

震災の影響を受けてはいるが、特に東部・沿岸

部が農業地域であり PRできるような作物もい

くつかある。市内の作物をハナトピア岩沼を利

用してうまくPRしていくためには「6次産業化」

が有効なのではないかと考える。農業振興に結

び付くような 6次産業の具体案として、農家レ

ストランと、「道の駅」の設置を提案したい。 

 農家レストランの設置については、レストラ

ン Tanpopoが閉店した以後、「飲んだり食べたり

する場所がなくてさみしい」、「食事をするとこ

ろがあればもう少し人が来ると思う」との意見

が上がっており、レストランの復活を願う声は

少なくない。そこで、6 次産業という点に着目

して、地元岩沼産の食材を中心としたメニュー

を提供する地産地消の農家レストランを設置す

べきと考える。レストランのための設備は整っ

ているし、立地も悪くないので、集客も見込め

るのではないだろうか。以前の Tanpopoでも岩

沼産の新鮮な野菜をつかったサラダバーのコー

ナーがあり、主婦や家族連れでにぎわっていた。

ハナトピア岩沼の具体的な方針を決めて、地産

地消農家レストランを実現すべきと考える。 

 次に、「道の駅」の設置という案に関しては、

当初のハナトピア岩沼の計画において「道の駅」

構想という考えが見られていた。施設前の道路

はヒアリングでは、昼に駐車場に来て休憩して

いるドライバーの姿をよく見るとの声もあった。

また、県南地区では道の駅が少ない。岩沼市は

仙台方面から南下する際白石方面と亘理方面に

分かれる分岐点でもあるため、ここに休憩施設

を置くのに適していると言える。上記の農家レ

ストランや産直市とあわせて庭園部も整備すれ

ば、道の駅としての役割は十分果たせるのでは

ないだろうか。 

さらに、エフエム岩沼の情報発信拠点として

の役割とあわせて市内の観光情報を発信する機

能も兼ね備えた道の駅として再スタートしても

よいのではないか。 

 農業振興施設として役立てていくための 6次

産業化という観点から、以上の 2点を提案する。 

2））））農業農業農業農業やややや交流交流交流交流のののの活性化活性化活性化活性化をををを考考考考えるえるえるえる上上上上でのコンでのコンでのコンでのコン

セプトのセプトのセプトのセプトの提案提案提案提案 

 農業の活性化や交流の場として現在よりも良

い施設にしていくために、その具体的なコンセ

プトを決めて特色を出していく必要があると考

えた。コンセプトがあることで農業振興施設と

して何を打ち出しているのか明確になり、交流

が深められるような施設を提案しやすいのでは

ないだろうか。具体的なコンセプトとして「ハ

ーブ」と「バラ」を提案したい。 

 まず、「ハーブ」というコンセプトの提案に関

してハーブは苗から育てると難しくなく、水や

りもあまりいらないために、栽培が比較的容易

とされる。庭園部の一部を利用して育てられる。

ハーブは小さな花もつけるが、同時に香りも楽

しむことができる。また、そのハーブをつかっ

てハーブティーなども提供できれば、ハーブと

いうコンセプトに沿った６次産業にもなる。ハ

ーブの加工については、ハーブティーの他にも、

ソープ、バスボム、バジルソース、などを加工

品として上記の農家レストランと産直市で提供

してもよいだろう。それを通じて人々が集まり、

コミュニティ施設としても機能することができ
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るのではないだろうか。岩沼西地区には飲食店

やカフェといったものが中心部に比べて少ない

こともあり、住民が気軽に立ち寄りコミュニテ

ィの場にもなることができたら、交流施設とし

ての役割も果たせるのではないだろうか。 

 「バラ」というコンセプトの提案に関しては、

以前ハナトピア岩沼でバラの栽培にも力を入れ

ており、バラまつりも毎年開催され、多くの人

が来場しておりにぎわっていた。バラは栽培が

難しく一般家庭で気軽に栽培しにくい。園芸組

合の方などが手をかけて栽培できないだろうか。 

もともと力を入れていたバラに再び焦点を当

てることで、環境や資材がそろえやすく計画し

やすいのではないだろうか。さらに、コンセプ

トをバラにするからには以前よりももう少し規

模の大きいバラ園作りを提案する。アーチなど

も設置してイングリッシュガーデン風に庭園部

を作れば、バラが活かせるのではないだろうか。

一般市民の庭では実現できないような中規模の

イングリッシュガーデンを作れば、今よりもコ

ンセプトがはっきりしており人も来るのではな

いかと考える。ハーブのコンセプトと少々重な

るが、ローズヒップティーなどバラをつかった

加工品も提供すればよりバラをＰＲできると考

える。 

3））））観光拠点観光拠点観光拠点観光拠点としてとしてとしてとして市内市内市内市内のあらゆるのあらゆるのあらゆるのあらゆる資源資源資源資源とのとのとのとの

連携連携連携連携によるによるによるによる提案提案提案提案 

 当初の計画の中では観光拠点として他の市内

の観光施設との連携が期待されていた。しかし、

現在は特に観光施設同士が連携しているような

活動はなく、それぞれの観光施設が独立してい

るように見える。当初は二木大通り線と市バス

を活かした観光施設の連携が考えられていたが、

二木大通り線の西地区への開通が遅れてしまっ

たために、タイミングよく打ち出していくこと

ができなかった。しかし、今のままでは市民や

市外の方の関心は集められない。 

市バスに協力してもらって、1 日に 1 本でも

かまわないので、岩沼市内観光バスツアーを行

うことを提案する。竹駒神社―二木の松―ハナ

トピア岩沼―金蛇水神社―グリーンピア岩沼

とそれぞれを巡っていくと、岩沼市の観光をＰ

Ｒできるのではないか。ハナトピア岩沼は季節

ごとに異なる顔をもつ庭園部の演出をしたり、

バラまつりや秋の収穫祭などを活かした季節ご

との提案をしやすいのではないだろうか。この

ようにして各スポットを連携させてツアーに組

み込むことで、岩沼市内の魅力をより伝えられ

るかもしれない。 

また、グリーンピア岩沼とハナトピア岩沼間

のハイキングコースを整備することも提案した

い。ヒアリングよりこうした案も以前あったそ

うである。グリーンピア岩沼は健康づくりも意

識した施設となっている。グリーンピア岩沼内

にも短いハイキングコースはあるが、ハナトピ

ア岩沼まで距離があった方が距離も長くなりハ

イキングを楽しめるのではないだろうか。ハイ

キングコースには花や木をもう少し整備して植

えると魅力的なコースになると考える。松尾芭

蕉にちなんで水芭蕉を植えるなどもよいかもし

れない。ハナトピア岩沼からスタートしてもグ

リーンピア岩沼からスタートしても良いように

どちらにも休憩して飲食をたのしめる施設は必

要である。また、スタート地点・ゴール地点に

それぞれバスで送迎できるようにハイキングツ

アーというかたちで岩沼駅からのツアーがあれ

ば、市民の方はより参加しやすいのではないだ

ろうか。 

 さらに、岩沼市内の企業とも連携していくこ

とで、地域の中のハナトピア岩沼というイメー
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ジ付けができるのではないだろうか。岩沼市内

には大企業の立地も多く、そういった企業の力

を活用するべきと考える。例えば市内企業協賛

の花壇の設置を提案する。企業から協賛を募り、

出資してくれる企業にはハナトピア岩沼の庭園

部の花壇を「協賛花壇」として提供する。企業

の内容や特色を活かした創造的な花壇にすると

考える。 

また、玉浦地区にある「(株)にしき食品」と

の連携も面白い。(株)にしき食品こと「にしき

や」は、レトルト食品を販売している会社であ

り、カレーやポタージュなどを販売しており、

インターネットなどを通じて人気がある。「にし

きや」は販売所と工場が同じ場所にあり、そこ

で直接販売したり他に出荷している。しかし、

「にしきや」ではそのレトルト食品を食べられ

るレストランがない。よってハナトピア岩沼と

連携して、レストランで提供したりレトルト食

品を販売するのもよいのではないだろうか。 

また、岩沼市の産直野菜を使ったカレーやポ

タージュを新たに共同で開発して、ハナトピア

岩沼と「にしきや」そして岩沼産の野菜を PR

していくのもよいのではないだろうか。 

いずれにしても岩沼市は仙台都市圏にも近く、

工夫次第で農業振興に結び付く一大交流拠点に

なる可能性を秘めている。そしてその形成は困

難な課題ではないと考える。現在は津波被災地

の復興が市の大きな課題であり、その復興イメ

ージにハナトピア岩沼は必ずしも有効に位置づ

けられていないが、農業と交流拠点の創設とい

う点では共通する。地域の人、組織、資源をリ

ンクさせたコンセプトの確立を期待したい。 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------- 

 

 



　　　　 「ハナトピア岩沼」関係年表　（いわぬま市政だより，河北新報記事による）

カテゴリー だれが 出来事

1993 4 年間計画

地権者の方々による土地利

用推進協議会、町内関係課

長等による建設実施検討委

員会を設置。市民各界等の

方々による整備運営協会を

昨年12月に組織。

（仮）フラワーランド建設計画について。国の補助事業として農業

農村活性化農業構造改善事業として地区の指定を受けるために

申請中。初年度は市場調査および基本計画の策定、次年度は土

地基盤の整備や関連施設の建設を行い2ヶ年度計画となってい

る。

1994 2 審議された議案

地理的・社会的条件を活用し花き、施設野菜等、市場性の高い都

市近郊型農業の発展と地域の活性化を本事業の実施によって図

ることが望ましいとの報告があった。従来の3ヵ年計画から5ヵ年事

業へと組み替える。

1994 4？ 年間計画

観光資源の開発によるまちづくりについて。（仮称）フラワーランド

建設事業。事業費7100万円。新たな観光地の開発によって、従

来の観光地との連携を図り、まちの活性化を推進する。事業は5ヵ

年計画。

1994 8
第3回市議会定例

会

庁内の建設実施検討委員会

並びに関係有識者で構成す

る（仮称）フラワーランド整備

運営協議会と連携を図りなが

ら検討していく。

昨年、国における景気浮揚緊急経済対策の第2次・第3次補正に

係る対象事業として採択された。予算について。本事業の完成は

平成9年度。本年度は下地造成を含む土地基盤の整備を実施。

1994 11
第5回市議会定例

会

フラワーランド計画造成工事。8月5日に農用地除外の手続きが終

了。8月23日地権者全員との間において土地賃貸借契約を締結。

期間は10年。今後の計画としては、盛土造成に係る実施設計の

完了を待って、関係機関との協議を行い、工事に着手。

1994 11 市政に対する一般

質問

長期的視点で、どうまちづくりのグランドデザインを描いているの

か、という質問に関してフラワーランド整備事業の促進等により財

源の増加に結びつくものと考えていると回答（市長）

1994 11

私有地溜池を改良し体験農園用水、防火用水、水害調整池とし

ては、という質問に関して、約3300トンの調整池を整備する予定と

回答（市長）。　農民憩いの場建設の計画は、という質問に関し

て、平成8年度完成予定の総合管理棟の実施設計に趣旨を踏ま

え設計業務を進めていると回答（市長）。

1995 4？ 予算と施策

（仮称）フラワーランド建設事業については、1995・96年度におい

てセンター施設の建設を予定。人とものの交流促進のためのゾー

ン開発にとって重要な要素は、センター施設の機能に求められる

ことから、建設に際しては関係機関等から広く意見をいただき独

創的で利便性のある施設の完成に努めていく。

1995 4 予算 フラワーランド建設事業　3億３２８７万円

1995 5？ フラワーランド計画　計画の背景、目的と役割、施設の概要、施設

の名称募集、

1995 7 市政報告

フラワーランドの中核施設建設へ着手。初期盛土造成工事並び

に一部外構工事が本年3月をもって完了。今年度は事業の根幹

を占める施設の建設に着手。交流広場整備事業については1995
年度内容を審議していく。

1995 8 （仮称）フラワーラ

ンド名称募集

姉妹都市を結んでいる高知県南国市や広島県などからも応募が

あり、総数は１０８７件にもなった。

1995 10
（仮称）フラワーラ

ンドの名称ハナトピ

ア岩沼に決定

ソフト面で新たな展開を行う。ハード面での建設事業に関して。名

称の由来に関して。

1996 1 新年のあいさつ 市長小野光彦

ハナトピア岩沼のメイン施設にミニFM放送局を開設し、緊急時の

市民への情報伝達手段の確立を図る。また、花と緑のまちづくりを

標榜する岩沼市の起爆剤になると確信。

1996 4？ 観光資源の再開

発

ハナトピア岩沼の事業目的は、都市間交流促進による地域活性

化事業であり、観て、学んで、遊んで、商う、「観学遊商」ランドの

構築にある。1996年度は総合管理棟・ミニFM局・ふれあい広場・

体験農園の整備を行う。官民共同出資の第三セクターを設立す

る。農業団体や商工団体等関係機関の協力を得て、本年四月設

立準備委員会の組織を発足し、法人設立に向けて準備を進めて

いる。

1996 7 ハナトピア岩沼建

設事業

花をテーマにするまちづくりについて。1997年度に宮城県を会場

として開催される予定の全国フラワーフェスティバルの成功を期し

て、全県挙げて花と緑のまちづくり運動を実施中。岩沼市におい

ても花の植栽を通したまちづくりが実施されていることから、これら

の活動の紹介と普及を兼ねて、「岩沼市花と緑のまちづくりコン

クール」を実施する。



1996 9？ 岩沼市第三次総

合発展計画

ハナトピア岩沼による活性化の促進（都市間交流促進施設の整

備）。花と緑のまちづくりによる活性化の促進（花と緑のまちづくり

事業の推進、コンテストの開催と活動支援）。生産者と消費者の

パートナーシップづくりの促進（ハナトピア岩沼における交流事業

の展開、市場調査及び生産者の全国交流大会への参加）。

1996 10 まちは今

運営主体は民間の方々４７名で構成する設立準備会に市職員１０

名で構成するプロジェクトチームを加え、情報・産地直売・加工・レ

ストラン・植栽の各部会を編成し、それぞれの立場から事業計画

および収支計画等の総合的な企画の立案に向けて、共同で検討

作業を進めている。運営主体の業務としては、開業準備と開業後

の管理運営にかかるそれぞれの業務を担うことになることから、

1997年４月からは自主活動が可能な状況を創出する必要がある

ので、本年度内設立を目的として、関係機関と検討中。運営主体

の設立に際して解決すべき重要課題は、年間事業計画とそれに

伴う人員配置計画及び収支計画の立案である。

1997 1 市政

運営主体に係る基本方針協議書が提出され、これをもとにコンサ

ルタント会社へ運営主体設立のための実施計画書の作成を依頼

した。また、設立協議会構成メンバーの方々並びに姉妹都市南国

市から、株式会社設立に向けて合わせて5千万円を越える出資の

意向が示されたことから、年間の事業収支計画を勘案し、株式会

社の資本金総額を2億円とすることとした。このことから、岩沼市の

出資額は出資金総額の５１％1億2百万円とし残りの４９％のうち２

４％を発起人で２５％を縁故募集並びに公開募集方式によって出

資を求めることとした。

1997 4
平成9年度の予算

と施策

株式会社岩沼市地域活性化

センター

ハナトピアいわぬま整備に関して，1997年度はレストランの建設・

場内の舗装及びコミュニティ放送機器等の整備を行って年度内に

はすべての施設の整備が完成する予定。ハナトピアいわぬまの管

理・運営を第3セクターに委託し，オープンに向けた準備を本年4
月から開始したいと考えている。観光行政の推進に関して，ハナト

ピアいわぬまのオープン等を通じて観光客にわかりやすいまちづ

くりに努めている。市の観光拠点としての性格も有するハナトピア

いわぬまについては，全国の主要観光施設と同様に，建設省所

管の「道の駅」の認定を受けたいと考えている。

1997 4
第３セクターの運

営会社が発足「ハ

ナトピア岩沼」

市長小野光彦、岩沼市地域

活性化センター

農業レクリエーション施設としてオープン。第三セクターの株式会

社「岩沼市地域活性化センター」が運営にあたる。庭園式公園。

約4.8㌶の敷地内に花壇や果樹林、ミニFM放送局や研修室が

入った総合管理棟、レストラン等を配置する。

岩沼市地域活性化センターは資本金2億円の第三セクターで、岩

沼市をはじめ市内の農協や商工農業者などが一株5万円で出資

したほか、姉妹都市の高知県南国市からも500万円の出資があっ

た。

1997 5 まちは今

株式会社岩沼市地域活性化

センター，代表取締役社長

佐藤孝男（岩沼市助役），専

務取締役（常勤）遠藤邦泰

（七十七銀行出向），取締役

（非常勤）森勝廣，大友龍

彦，原田善征，三村吉朗，監

査役長田勇吉，小野宏明，

株式会社岩沼市地域活性化センターの創立総会が3月31日，ハ

ナトピア岩沼敷地内で行われた。創立発起人代表の小野市長が

この施設を拠点に，市内にある観光施設と連携し人の交流ともの

の流通によって，より一層まちの活性化を図っていきたいとあいさ

つ。ハナトピアいわぬまは観光拠点施設としてまちの活性化を図

る目的で建設されているもので，施設の中心となる四季の花々が

植えられる花壇や散策路でゆっくり自然に楽しんでもらうとともに，

花や農産物の販売，地場産品による農産物加工教室やコン

ピューター教室，農業経営講座などの研修施設としての役割も担

う計画になっている。また、この施設内に9.22水害を教訓に、災害

時の情報を市民に伝える目的と、通常は地域のさまざまな情報の

発信基地としての役割を担うコミュニティFM放送局の開局に向け

ての準備も進められている。

1997 6 岩沼の里だより

株式会社岩沼市地域活性化

センター

岩沼の春を彩る金蛇水神社の「花まつり」が開催された。この「花

まつり」や、ゴールデンウィークの期間に合わせハナトピアいわぬ

まの駐車場で「’９７メイフェスティバル泳げ鯉のぼりinハナトピア」

が開かれた。空高く上げられた鯉のぼりの下，地元の植木や花，

農産物の直売が行われ，こちらも多くの人でにぎわっていた。

1997 7 まちは今

市観光協会と市物産振興協議会が合併して，市観光物産協会を

設立する総会が開かれた。来年春に開園するハナトピア岩沼を拠

点としたより一層の岩沼の観光と物産の振興がはかられていくこと

が期待される。

1997

ハナトピア岩沼に準備中のスタジオで番組を作り，市役所屋上の

アンテナから電波を発信し，毎日放送する計画を考えている。私

たちも日々の話題や情報をはじめ，音楽などの娯楽やイベント，

行政のお知らせなどを伝えるほか，農業等産業の振興や災害時

の緊急情報の伝達を考えている。



1997 10 まちは今

市内外の方々の交流促進施設として，また地域活性化拠点として

の整備をすすめているところだが，これに加えて，この度県におい

て障害をもつ方々や高齢の方々がリハビリを行うための，あるいは

生きがいを創出するための活動条件整備事業として計画した園

芸遊々ランド整備事業の実施地区として，ハナトピア岩沼の学童

等体験農園が選抜されたところである。これを受けて，社会的に

弱者の立場である方々にも広く体験交流が可能となるよう，県の

補助により学童等体験農園にバリアフリー型のトイレ及び休憩室

を整備することとした。

1998 1 まちは今

株式会社地域活性化セン

ター

報告書によると、運営の基本方針を「参加と交流の促進による地

域活性化と独立採算性の確立」におき入場料については、場内

植栽費及び植栽維持費に充当することを目的に、大人500円、中

学生以下障害者及び高齢者は200円、未就学児童は無料とする

内容となった。施設の設置者である市としては、本事業であること

により市民の方々の幅広い利用と活用を望んでいるため全世帯を

対象とする優待入場の措置を講じていきたいと考えている。

1998 2 まちは今

株式会社岩沼市地域活性化

センター（社長佐藤孝男岩沼

市助役）

1993年度から工事をすすめてきた観光・レクレーション施設「ハナ

トピア岩沼｣がこの春に開園予定。岩沼市には竹駒神社・金蛇水

神社・グリーンピア岩沼といった県内外に知られる観光資源があ

り、年間で220万人にのぼる観光客がいる。この観光客をハナトピ

ア岩沼に誘致することによって、岩沼市の活性化を図ろうとしてい

る。ハナトピア岩沼は岩沼市が整備し、第三セクターの株式会社

岩沼市地域活性化センターに管理運営を委託し、独立採算性で

運営。園内にはいろいろな樹木のほか、開園に向けて春から初夏

までの花の苗を植え込み、最盛期には花のじゅうたんで埋め尽く

されるようになる。以後、夏、秋と季節に応じて花を植え替え、年間

通して花をたのしめるように計画している。また、園内外では、週

末に物産市やふれあいバザールなどさまざまなイベントも計画さ

れている。研修室や体験加工室では、花に関した教室や季節料

理教室、地場産品を利用した加工教室、パソコン室ではパソコン

操作教室や農業経営管理講座など施設を有効に利用して子ども

から大人まで参加できるようにいろいろな講座が計画されている。

さらに、管理棟の中には通常は地域のさまざまな情報を、災害時

には緊急情報が放送できるコミュニティFM放送局も入り、ハナトピ

アと同時に開局できるよう進行中。

1998 3
友の会、グリーンウォー

カー（緑の散歩人）、コン

テナ・ガーデンオーナー、

各種会員の募集。友の会会員（会報やイベント情報を提供、ハナ

トピア利用特典）グリーン・ウォーカー（緑の散歩人）会員（ハナトピ

ア花壇への植栽、野外活動招待）コンテナ・ガーデンオーナー会

員（コンテナをハナトピア内ベストポジションに設置）。ハナトピア岩

沼カルチャー教室講師・受講生募集、ハナトピアのイベント等で

使う花にまつわるエピソードや思い出を募集。

1998 4 ハナトピア岩沼のオープン告知。イベント情報。土日は野菜市を

開催。記念イベントとして「花のまわりでコンサート」

1998 4

春　ふわり　花と緑

に囲まれて　「ハナ

トピア岩沼」オープ

ン

ハナトピア岩沼はメインの花壇、ハーブ園、バラ園、薬草園、ミニ

温室などをそろえた、花と緑のアミューズメントパーク。地元の農産

加工品の販売コーナーもある。入場料は大人500円、小中学生

200円。

1998 5

開園に先立ち管理棟内で、ハナトピア岩沼とコミュニティ放送セン

ターの落成式を、県、名取市など近隣市町の代表者、姉妹都市

の高知県南国市から門田助役と中村市議会議長、友好関係の山

形尾花沢市から落合助役と星川市議会議長、両施設の株主など

の関係者約１００人が出席して行われた。２日間で１万人が来園し

た。ハナトピア岩沼の各種教室受講募集案内。訪れた人の感想。

市民あるこう会の案内。

1998 6

４月１１日に開園して以来、天気のいいときには多くの来場者でに

ぎわっているハナトピア岩沼で４月２６日、開園を記念した「花のま

わりでコンサート」が小学生から大人まで市内の音楽愛好者が参

加して行われた。ハナトピアは開園以来、天気によって入園者に

大きな開きはあるものの、当初の見込みを超える入園者でにぎ

わっており、５月５日で累計入園者が３万人を超え、開園１ヶ月と

なった５月１１日には４万人を超えるにぎわいとなっている。

1998 7

４月１０日に開園したハナトピア岩沼の総入場者数が５月２６日で５

万人を突破した。また、６月中に姉妹都市南国市の物産フェアも

行われ、メロンやスイカ、みかん、柑橘系の小夏、鰹節、刃物な

ど、南国市特産の物産が並べられ、中には予約注文がでるほどの

盛況ぶりだった。ハナトピアでは、７・８月は夜９時まで開園。

1998 8 株式会社岩沼市地域活性化

センター

市内外からの来園者を迎えて６月２８日で有料入場者数は約６万

人となっており、さらに農産加工等のカルチャー教室を開講してい

る。

1998 10

経営悪化のハナト

ピア岩沼/存在意

義見つめ直し　原

点に戻った対策を

入場者不足が深刻でセンター運営に携わった関係者の責任が問

われている。ハナトピア岩沼は市が所有しており、地域活性化セ

ンターに運営を委託している。本来の目的はレクリエーションでは

なく、農業構造改善にある。市内では７軒の農家がハナトピアに向

け花を作っている。開園後に就任した井口経明は経営改善にな

にかしら支援するような意向はないようだ。



1999 1 まちは今

株式会社岩沼市地域活性化

センター

本年４月に開園したハナトピア岩沼の入場者数は５月までほぼ順

調に推移していたが、６月以降減少に転じ、当初の見込みを大幅

に下回る状況が続いている。このため、利用料金を主たる財源と

してこの施設を運営管理している株式会社岩沼市地域活性化セ

ンターの経営は憂慮すべき状態にあり、同社から市に対し財政面

での支援要請があった。しかし、営利会社に対する公金支出には

地方自治法上の制約があり、本年４月に同社との間に締結された

1998年度の管理委託契約でも、運営管理経費は全額同社が利

用料金をもって負担することになっている。こうした状況のもとで本

市が財政支援することは極めて難しい実情にある。岩沼市地域活

性化センターは、本市が株の過半を保有する第３セクターでもあ

るため対応策を検討していく。

1999 4 予算・歳出

農林水産業費は前年度比12.5％増の5億7472万7千円で、林道

改良事業費に6260万円、ハナトピア岩沼を直接管理運営すること

から、その管理費として5940万円などを予算化したことで増額と

なった。

1999 4 管理・運営

株式会社岩沼市地域活性化

センター

株式会社岩沼市地域活性化センターの代理人から「市の了承の

もとに同社が立て替えた建物、建物付属設備及びその他の建築

物等に関する工事代金7451万417円の支払いを求める。支払い

がないときは、改めて通知することなく業務委託契約を解除す

る。」との内容の催告があった。市では、これに対し、「立て替えを

依頼した事実はなく支払いには応じかねる。一方的な解約をし、

混乱が生じる場合の責任は同社にある。」ことを旨とする回答を

行った。しかし、同社から仙台地方裁判所に「委託費用償還請求

訴訟」が提起された。また、ハナトピアの1999年度の管理委託契

約については、諸般の事情からこれを更新しないこととし、その旨

を同社に通知した。今後のハナトピア岩沼の管理・運営について

は、農業農村活性化農業構造改善事業の目的に沿って、市が直

接行うが、これを機に農業者、農業団体等をはじめ多くの市民の

意見を取り入れながら、市民の求めるハナトピア岩沼のあるべき姿

を模索しながら、施設運営の見直しを進める。

1999 7

今年4月から市直営となったハナトピア。2人の専従職員を配置し

管理運営にあたっている。これまでの利用状況は5月に入ってか

ら次第に利用者が増えたこともあり、5月末で約2万人あまり。1日

あたり平均340人前後の入園者となっている。また、5月の連休時

には地元農産物や農産加工品の販売を行い、多くの市民でにぎ

わった。今後も定期的に産直販売を行っていく。地内にある体験

農園の無料貸し出しも心身障害者授産施設「ひまわりホーム」や

岩沼西中学校などから4件の利用申し込みがあり、フル稼働の状

況。市としては今後も子どもやお年寄り、障害者など多くの市民か

ら有効活用してほしいと考えている。6月の下旬には2回目の花の

植え替えが行われ、マリーゴールドやサルビアなど夏の花々に彩

りを変えた。

1999 7 運営協議会を開催

ハナトピア岩沼運営協議会、

会長に沼田健一、市営農指

導推進協議会長に古住信太

郎、市農業青少年クラブ連絡

協議会長に村上智行、市議

会産業経済常任委員長に吉

川造三、

ハナトピア岩沼を市直営にしたことに伴い、施設の有効な運営な

どを協議する機関として設置した「ハナトピア岩沼運営協議会」の

1回目の会議が先日、ハナトピア岩沼で開かれた。会議には委員

に委属された地元の農業関係者ら10人が全員出席。今後の進め

方などを話し合った。

1999 8 ハナトピア岩沼市

民の意見を聞く会

ハナトピア岩沼を見直しするための市民の意見を聞く会が7月中

の3日間、３会場で開かれた。意見を聞く会でははじめに井口経

明市長が「ハナトピア岩沼には１２億円あまりの巨費を投じてつ

くった施設。４月から市直営にしたが、市民のみなさんから率直な

意見を聞き生かしていきたい」と開催の趣旨を述べ、産業部長が

これまでの経過概要を説明した後出席者からの意見を聞いた。出

席者からは「市内の農家がつくった農産物の産直販売や生産者

のフリーマーケット化を考えたらどうか」「パソコン講座など人気の

ある講座をどんどんやる」といった意見が出た。この会には施設の

有効な運営を協議するため設置されたハナトピア岩沼運営協議

会の委員も同席している。市では市民から出された意見や運営協

議会からの答申を踏まえて、今後の具体的な活用方法を決定す

る。

1999 9 催し

市では、牛肉の消費拡大PRの一環として、牛焼肉とワインを飲食

しながらハワイアンミュージックを聞く、「夕焼けコンサート」を開催

する。

1999 10 まちは今

ハナトピア岩沼運営協議会、

株式会社岩沼市地域活性化

センター、

７月２６日から２９日までの３日間、ハナトピア岩沼に関して会計検

査院の実地検査が行われた。その結果、施設の利用状況が低調

であるとの指導を受け、1999年度および2000年度の施設利用に

かかる「改善計画書」の提出を求められた。その内容は、農産物

の産直販売や誘客対策としてのイベントの開催など、都市と農村

の交流の場を通じて地域農業者の所得の向上を図るための事業

の見直しを求めるものであり、市では９月６日にこの改善計画書を

会計検査院に提出している。なお、株式会社岩沼市地域活性化

センターから提起されている「委託費用償還請求事件」の裁判に

ついては、活性化センターと市双方から準備書面に基づく陳述が

行われているが、いまだ本格的な審理にはいたっていない。

1999 10 「夕焼けコンサート」がハナトピア岩沼で開催された。



1999 11 岩沼の里だより

とれたて野菜や果物などの産直市が１０月２日からハナトピア岩沼

で開催された。産直市には、地元の３団体５個人が参加。その日

収穫したばかりのナス、ササギ、リンゴなどの野菜や果物のほか、

リンゴジャムや漬物などの加工品、竹炭、花、自家製コンニャクな

ど、盛りだくさんの品々が低価で売られ、初日の２日には、開店と

同時に多くの人たちでにぎわっていた。産直市は、毎週土日の午

前１０時から午後３時まで、安い・新鮮。安心な品揃えで行われる

ことになっている。

1999 12 岩沼の里だより

秋の収穫祭が１０月３０日、ハナトピア岩沼で行われた。寺島潮騒

太鼓で幕を開けた収穫祭には、市内の農家がつくった米や野菜、

果物などが低価で販売された。また、研修室ではエフエムいわぬ

まの公開録音も行われた。この日集まったのは３０００人。

2000 4 まちは今 主な会議の開催状況。ハナトピア岩沼運営協議会。

2000 4

ハナトピア岩沼「ござin春恋まつり」が２日間開かれた。しいたけの

菌をほだ木に打ち込むきのこ栽培や地元のカーネーションを利用

したフラワーデザインなどの体験プログラムのほか、野菜の産直販

売やもち、サツマイモなどを自ら焼いて食べるコーナーなど趣向を

凝らした内容に、訪れた人たちは思い思いに楽しい時間を過ごし

た。２日間の来場者は延べ約３８００人。

2000 6 宍戸正幸さん（相の釜ハウス

組合）

身近な野菜の栽培を通して、子どもたちに農業を楽しく体験しても

らおうと、ハナトピア岩沼で農業体験講座が開催された。「かぼ

ちゃであそぼう隊」と名づけられた講座には９人の子どもたちが参

加。体験アドバイザーとして迎えた宍戸正幸さんの指導のもと、か

ぼちゃの苗８０株の植え付けを行った。

2000 6
色鮮やか花の競演

バラ園で親子ら楽

しむ

施設内のバラ園が見ごろになっている。26日までを「ばらまつり」と

して本の展示やガーデニング、フラワーアートなどの講習会を開

催している。

2000 7 ６月議会

株式会社岩沼市地域活性化

センター

ハナトピア岩沼の裁判取り下げについては、原告である(株)岩沼

市地域活性化センターに対し、「確認書」の提出を求めていたとこ

ろ、同社が速やかにハナトピア岩沼から退去することなど、３項目

から成る「確認書」の提出があった。また、委託費用や立替費用の

請求を今後しないことについても口頭で確認できた。今後は、同

社の株主総会を踏まえ、会社の解散を前提とした財産の買取に

ついて、具体的な協議を進めていきたいと考えている。

2000 10 株式会社岩沼市地域活性化

センター

本年４月から８月までの入場者数は約６万千人でうち、ふれあい広

場の入園者数が約５万千人、体験加工室や研修室など総合管理

施設の利用者数が約１万人。６月のばらまつりでは延べ約８６００

人の方々が来場。また、主催事業として、８月までに開講した講座

や教室も好評を博し、特に夏休み親子パソコン教室は連日盛況

のうちに終わった。また、(株)岩沼市地域活性化センターについ

ては、６月に開かれた会社の株主総会で、任期満了に伴う後任役

員の選任が議題とされたが、具体的な人選までにいたらず岩沼市

に候補者の推薦を一任することとした。今後は、新役員の選任を

受けて会社の解散を前提に会社が所有する資産の適正価格での

買い取りなどについて、具体的に協議を進めていきたいと考え

た。

2000 11 大村博会長（市内片町町内

会）

ハナトピア岩沼体験農園のビニールハウスで市民ボランティアの

皆さんが葉ボタンの苗２０００本を育成し、市内小中学校と保育所

など福祉施設に配布した。これは、農業に対する理解を深めても

らおうと、都市間交流促進事業の一環として市内片町町内会を中

心とする市民ボランティアのみなさんに８月の２日間総長にご協力

いただいて実施した。

2001 ４？ １３年度予算

ハナトピア岩沼管理事業４０５５万。農産物の産直販売や各種講

座の開催、イベント企画を通して農家と市民との交流の場を提供

し、市民が親しめる魅力ある施設として引き続き管理運営してい

く。

2001 4

「ござin春恋まつり」が３月の２日間現地で行われた。２日間で２３０

０人が来場。新鮮な野菜の産直市や人気の「おらいの振る舞い

鍋」コーナーなど、今年も大勢の人でにぎわった。今年の鍋コー

ナーには長谷釜の菊地幸一さん宅の鍋が登場。用意した３００食

はあっという間に売り切れとなった。

2001 5 さわや課通信

ハナトピア岩沼の有効活用についての質問。中央競馬の馬券売

り場としてはどうかという提案。喫茶店もあるし売り場はそのまま農

家の人たち、事務所も窓口も一般の人たちがプロとして働ける。税

金も入り賃代もとれて借金も返せるし花も見られる。この提案に対

して、農業振興を図ることを目的とした施設としての制約があるた

め、他の用途への転用は容易にできないといった回答。



2001 8 市政のポイント

岩沼市地域活性化センターの特別清算についての質問、ハナト

ピアと地域活性化センターはどういう関係なのかという質問、活性

化センターはなぜ解散したのかという質問、市はなぜ活性化セン

ターを支援しなかったのかという質問、市はなぜハナトピアを直営

にしたのかという質問、活性化センターの今後の動きに関する質

問があり、それに対する回答。

2001 9 街角ウォッチング

ハナトピア岩沼が主催する「かぼちゃであそぼう隊」の収穫作業が

８月４日園内で行われた。６月に苗を植えてから３回目の来園とな

る今回、小学生１０人が参加した。

2001 10

(株)岩沼市地域活性化センターの清算を進めていくうえで必要と

なる会社資産の買取について、農業関係者など１０名の構成で設

置した。「ハナトピア資産取得懇親会」を設置し初会合が９月４日

ハナトピア岩沼で開かれた。市では、ハナトピア岩沼を農業研修

の場として、また都市間交流を深める場として有効活用していくた

めに、会社資産を買い取る必要があると考えている。買い取るた

めには適正価格を設定しなければならない。

2001 12 街角ウォッチング

農家の手作りイベント「秋の収穫祭」が１１月の２日間ハナトピア岩

沼で開催され、５４００人の入場者でにぎわった。りんごや漬物など

地元農産物の産直販売や試食コーナーなど楽しい催しがもりだく

さん。農家のお母さんたちが地元でとれた野菜をふんだんにつ

かって作った特製「岩沼千人鍋」には、長い列ができた。

2001 12

「ハナトピア岩沼」

問題決着/市の買

い取り額適正か

固定資産で算出」

岩沼市地域活性化センターの特別清算が決着した。債権者集会

で会社の財産を市に売却する方針で同意。債権者の中には市の

買い取り額に不満を示す者もいる。また、議会では「高すぎる。税

金の無駄遣い。」だという声もある。関係者からはなぜここまで問

題を引きずったのか、まちづくりに協力してくれた出資者の信頼を

失ったなどの不満が出た。

2002 1 (株)岩沼市地域活性化セン

ター

１２月７日の仙台地方裁判所における第２回債権者集会で、会社

財産処分について市などに資産を売却する決議が行われ、その

代金を債権者に配当することを決めたとの報告があった。市として

は、同社から取得する財産を含め、できるだけ早く施設の一体的

な管理運営を行い、ハナトピア岩沼を農業研修の場、農村と都市

の交流の場として有効に活用するように努めていく。

2002 4 予算

予算は６６５７万円。活性化センターの特別清算が概ね終了し、

2002年度からは施設全体を活用した運営ができるようになり、レス

トランや物販展示室について、４月中のオープンを目指し、入居

者募集の準備を進めている。

2002 5 光恵フーズ(株)（本社仙台

市）

ハナトピア岩沼内の地域食材提供施設（レストラン）が５月２０日グ

ランドオープンするのに先立ち、メニュー限定で５月９日、仮オー

プンする。入居希望者の３社から出された企画書を審査した結

果、市内でレストラン１店舗を経営する光恵フーズ(株)が選ばれた

もので、店名は「いためし家たんぽぽ」、午前１０時から午後１０時

までの営業。メニューはオムライス、リゾット、釜めしなどの地元の

農産物を利用した料理のほか、新鮮なサラダバー、スープバー、

手作りケーキなども提供するカジュアルなレストランとなる予定。

2002 7
ハナトピア岩沼の地域食材提供施設であるレストランの使用者に

ついては、公募により複数の応募者の中から光恵フーズ(株)に決

定した。

2002 9

野菜の産直試行販売がスタート。ハナトピア岩沼レストラン隣の物

販展示室で、８月１０日より毎週土日に市内農家が地元の新鮮野

菜を販売している。オープン時には、「じゃがいも」「たまねぎ」の袋

詰めプレゼントもあり、工夫を凝らした産直販売になっている。

2002 11 裏表紙

ハナトピア岩沼「秋の収穫祭」について。農家のお母さん方の特

製鍋料理「岩沼１０００人鍋」無料試食は２日間で合計２００２食。

地元野菜の大産直市。花苗、植木、園芸資材販売。カーネーショ

ン展示販売。飲食コーナー。ケーブルカーによる市内遊覧。

2002 12

農業者と市民の交流を目指す農業者による手作りイベント「秋の

収穫祭」がハナトピア岩沼で開催された。市内外から２日間で４００

７人が来場しにぎわった。大産直市では、地元の新鮮な野菜はも

ちろん手作り味噌や漬物のほか、地元長岡地区特産のりんごを

使ったジュースやジャムも販売。昨年好評だった岩沼特産のカー

ネーションの展示販売にもお客さんが詰め掛けていた。お昼に

は、地元の野菜をふんだんに使い、千貫みそ、玉浦みそで味付け

した「岩沼千人鍋」がお披露目。両日で合計２００２食が振舞われ

た。会場の外では、子どもたちに人気のケーブルカーが、会場と

岩沼駅西口を遊覧。

2003 3 裏表紙

ハナトピア岩沼「春恋まつり」について。地元農産物の産直販売。

花苗、植木、園芸資材の販売。地元特産カーネーションの展示即

販売会。農家鍋自慢。もちつき体験。コンフント・ルミコチャによる

フォルクローレ。潮騒太鼓演奏。飲食物の販売や山形の刃物販

売など。



2003 3 決算 ハナトピア岩沼管理事業６７８４万円。

2003 4 予算

地産地消の推進に８８万円。ハナトピア岩沼での産直販売などの

生産者、消費者、学校給食関係者等と連携を図りながら進めてい

く。

2003 4 街角ウォッチング

ハナトピア岩沼レストラン隣の物販展示室で試行販売を行ってき

た産直市が４月１９日本格オープンすることになった。これは利用

者から好評だったためで、生産者らでつくる「ハナトピア産直市の

会」が現在、オープンに向け準備中。

2003 5 第４次総合計画、

岩沼市まちづくり

岩沼市まちづくりＭＡＰよりグリーンピア岩沼とハナトピア岩沼の有

効活用と連携による活性化が上げられている。ハナトピア岩沼は

市民広場として活用。また、情報発信基地・ＩＴの開発拠点として

活用。「活気あるまちづくり」部会による提言より、「自然がいっぱい

の自立したまち岩沼」というテーマにより勧める方針。提言１の活

気ある産業づくりに関しては、「地産地消」のモデル都市とするた

めの仕組みを構築する。（有機栽培支援サービスセンターの設置

など）ハナトピア岩沼・グリーンピア岩沼等を情報発信基地とした

「ＩＴ日本一」を目指し、行政、企業、大学・高専等の三位一体によ

る開発拠点を構築する。提言２既存資源の有効活用に関して、グ

リーンピア岩沼を健康・保養・生涯学習複合交流拠点として活用

するとともにハナトピア岩沼などとの一体的活用を図る。

2003 6 表紙

ハナトピア岩沼物販室を利用した、地元農家の皆さんによる「ハッ

ピー旬の市」が４月１９日から本格オープンした。地産地消の拠点

として、岩沼の新鮮で安全な野菜等が店内狭しと並べられてい

る。営業は毎週土日の午前１０時から午後４時まで。

2003 7

総合的な学習の時間に岩沼西中学校１年生では、農業体験学習

「畑苗植え」に取り組んでいる。ハナトピア体験農園の数区画で、

生徒たちはそれぞれさといも、枝豆、花、さつまいもの班に分かれ

て、くわやスコップをもち、稲つくりに一生懸命だった。

2003 11 裏表紙

ハナトピア岩沼「秋の収穫祭」について。農家のお母さん方の特

製鍋料理「岩沼千人鍋」を２日間開催する。地元野菜の農産物産

直販売。地元特産カーネーション展示即販売会。飲食コーナー。

千人鍋。カントリーダンス披露・体験。

2003 12 収穫を喜ぶ

地産地消の拠点として本年４月にオープンした「ハナトピア岩沼・

ハッピー旬の市」。地元農家の顔が見える市として毎週大好評

だった。また、「秋の収穫祭」では大勢の市民で賑わい、地元農産

物の産直販売や花苗・植木の販売もあり、訪れた方々は、恒例と

なった「岩沼千人鍋」を味わった。

2004 3 裏表紙

春恋まつりについて。地元農産物産直販売。花苗、植木、園芸資

材販売。地元特産カーネーション展示即売会。農家鍋自慢。ミニ

ＳＬ試乗。米パン実演試食。カントリーダンス。コンフント・ルミコ

チャ（南米の民族音楽）によるフォルクローレ演奏。飲食物の販

売。山形の刃物販売。防犯コーナー。

2004 4 表紙 春恋まつりが大勢の人でにぎわった。

2004 4 予算 活気ある産業づくりの地産地消推進事業の項目に６８０万円。

2004 11

秋の収穫祭について。農家のお母さん方の特製鍋料理「岩沼千

人鍋」を２日間実施。野菜等の産直販売、花苗、植木、園芸資材

販売、カーネーションの展示即売会、飲食コーナー、カントリーダ

ンス披露など。

2004 12
生産者と消費者の交流を図る「ハナトピア岩沼・秋の収穫祭」が行

われ、毎年人気の農家手作り「千人鍋」、農産物の産直販売やフ

リーマーケットなどの催しに大勢の人たちが訪れた。

2005 3 表紙

ハナトピア岩沼イベント実行

委員会

春恋まつりについて。地元農産物産直販売。花苗、植木、園芸資

材販売。地元特産カーネーション展示即売会。農家鍋自慢。ミニ

ＳＬ試乗。パン細工・米粉パン展示会。カントリーダンス。いわぬま

よさこい。

2005 4 市民の広場

ハナトピア岩沼で「春恋まつり」が開かれた。新鮮な地元農産物を

使った農家自慢のあったか鍋や農産物の直売、ミニＳＬ試乗コー

ナーなどが設けられた。

2005 9 裏表紙

ハナトピア産直市の会、園芸

団体連絡協議会、園芸振興

組合、ダイアンサス倶楽部、

生活研究グループ、

秋の収穫祭について。地元農産物の産直販売を中心に農業者と

市民との交流を図る農業者による手作りイベント。農産物の産直

販売。花苗、植木、園芸資材の販売。地元産カーネーションの展

示販売。千人鍋。カントリーダンス。飲食物コーナー。よさこい。防

犯コーナー。無添加手作りパン展示販売。「みんなで考えよう田ん

ぼの役割展」。フリーマーケット。



2006 3 裏表紙

ハナトピア岩沼イベント実行

委員会

春恋まつりについて。地元農産物産直販売。花苗、植木、園芸資

材販売。地元特産カーネーション展示即売会。農家鍋自慢。ミニ

ＳＬ試乗。手作りスイーツ販売。カントリーダンス。いわぬまよさこ

い。飲食物販売。山形の刃物販売。防犯コーナー。

2006 3
野菜や漬物など地

場産品ずらり　岩

沼・春恋まつり

春恋まつりを開催。とれたての野菜や加工品、切り花、鉢植えを販

売した。農業者でつくる実行委員会の主催。伝承料理もふるまっ

た。

2006 4
ハナトピア岩沼で「春恋まつり」が開かれた。新鮮な地元農産物を

使った農家自慢のあったか鍋や農産物の直売、ミニＳＬ試乗コー

ナーなどが設けられた。

2006 6 街角ウォッチング

アトリエ・ミツエ（原田光枝代

表）

市内で押し花アートを主催するアトリエ・ミツエの押し花アート展が

岩沼ギャラリーで開かれた。会場の一角には押し花を体験できる

コーナーも設けられ、興味深そうに挑戦する姿も見受けられた。

2006 11 さわや課通信

ハナトピア岩沼の使用申請手続きで正職員がいないと料金の支

払いができず、再度行かなければならないことに関しての改善を

求めた投書。それに対して「現在、ハナトピア岩沼は事務職員１

名、労務職員２名、臨時職員１名を配置しており、事務職員が休

んだり外出したりした場合は臨時職員が電話や窓口対応をしてい

る。今後は、事務職員不在時には、申請書の受領を行い、許可書

の交付と使用料の受領が使用日当日の使用開始前に窓口で行う

よう改善する方向で考えている。

2006 11 裏表紙

ハナトピア産直市の会、園芸

団体連絡協議会、園芸振興

組合、ダイアンサス倶楽部、

生活研究グループ、お菓子

教室ル・レーブ、

秋の収穫祭について。地元農産物の産直販売を中心に農業者と

市民との交流を図る農業者による手作りイベント。農産物の産直

販売。花苗、植木、園芸資材の販売。地元産カーネーションの展

示販売。千人鍋。カントリーダンス。飲食物コーナー。よさこい。防

犯コーナー。手作りお菓子販売。市制３５周年記念イベント「スタン

プラリー」抽選発表。「みんなで考えよう田んぼの役割展」。フリー

マーケット。

2006 11
地元食材を活用

「千人鍋」に行列

岩沼で収穫祭

地元食材を活用して岩沼版豚汁の千人鍋をふるまい地産地消を

ＰＲした。

2006 12 市制３５周年記念

イベント特集

生産者と消費者の交流を図る「ハナトピア岩沼・秋の収穫祭」が行

われ、毎年人気の農家手作り「千人鍋」、農産物の産直販売やフ

リーマーケットなどの催しに大勢の人たちが訪れた。

2007 3 ハナトピア岩沼イベント実行

委員会

春恋まつりについて。地元農産物産直販売。花苗、植木、園芸資

材販売。地元特産カーネーション展示即売会。農家鍋自慢。ミニ

ＳＬ試乗。カントリーダンス。いわぬまよさこい。手作りスイーツ。和

太鼓演奏。刃物販売。防犯コーナー。

2007 4
ハナトピア岩沼で「春恋まつり」が開かれた。新鮮な地元農産物を

使った農家自慢のあったか鍋や農産物の直売、ミニＳＬ試乗コー

ナーなどが設けられた。

2007 11

ハナトピア産直市の会、園芸

団体連絡協議会、園芸振興

組合、ダイアンサス倶楽部、

生活研究グループ、お菓子

教室ル・レーブ、

秋の収穫祭について。地元農産物の産直販売を中心に農業者と

市民との交流を図る農業者による手作りイベント。農産物の産直

販売。花苗、植木、園芸資材の販売。地元産カーネーションの展

示販売。千人鍋。和太鼓演奏。飲食物コーナー。よさこい。防犯

コーナー。手作りお菓子販売。フラワーアレンジ展。「みんなで考

えよう田んぼの役割展」。フリーマーケット。

2007 12 街角ウォッチング

生産者と消費者の交流を図る「ハナトピア岩沼・秋の収穫祭」が行

われ、毎年人気の農家手作り「千人鍋」、農産物の産直販売やフ

リーマーケットなどの催しに大勢の人たちが訪れた。

2008 3

ハナトピア岩沼イベント実行

委員会、小川クラブ、長岡ひ

などり会、ぽっちゃんママの

会、園芸振興組合婦人部、

春恋まつりについて。地元農産物産直販売。花苗、植木、園芸資

材販売。地元特産カーネーション展示即売会。農家鍋自慢。ミニ

ＳＬ試乗。手作りスイーツ。飲食物販売。山形の刃物販売。防犯

コーナー。吹奏楽演奏。和太鼓演奏。

2008 4 街角ウォッチング

ハナトピア岩沼で「春恋まつり」が開かれた。２日間で延べ４０００

人が訪れた。新鮮な地元農産物を使った農家自慢のあったか鍋

や農産物の直売、ミニＳＬ試乗コーナーなどが設けられた。

2008 4 趣味・催し物

ハナトピア岩沼体験農園利用者募集のお知らせ。農園面積は１

区画約２５㎡。

2008 10

秋の収穫祭について。地元農産物の産直販売を中心に農業者と

市民との交流を図る農業者による手作りイベント。農産物の産直

販売。花苗、植木、園芸資材の販売。地元産カーネーションの展

示販売。千人鍋。和太鼓演奏。飲食物コーナー。よさこい。チア

リーディング。防犯コーナー。手作りお菓子販売。フラワーアレン

ジ展。「みんなで考えよう田んぼの役割展」。フリーマーケット。工

房あすなろの手作り工芸品販売・くじびき。



2008 12 街角ウォッチング

生産者と消費者の交流を図る「ハナトピア岩沼・秋の収穫祭」が行

われ、毎年人気の農家手作り「千人鍋」、農産物の産直販売やフ

リーマーケットなどの催しに大勢の人たちが訪れた。２日間で延べ

６０００人が訪れた。

2009 3 裏表紙

ハナトピア岩沼イベント実行

委員会、小川クラブ、長岡ひ

などり会、ぽっちゃんママの

会、園芸振興組合婦人部、

春恋まつりについて。地元農産物産直販売。花苗、植木、園芸資

材販売。地元特産カーネーション展示即売会。農家鍋自慢。ミニ

ＳＬ試乗。手作りスイーツ・パンの販売。飲食物販売。山形の刃物

販売。防犯コーナー。吹奏楽演奏。和太鼓演奏。米粉うどんの試

食。

2009 4 街角ウォッチング

ハナトピア岩沼で「春恋まつり」が開かれた。２日間で延べ３０００

人が訪れた。新鮮な地元農産物を使った農家自慢のあったか鍋

や農産物の直売、ミニＳＬ試乗コーナーなどが設けられた。市内４

団体が競った農家鍋自慢では、あんかけ汁やじゅうねん鍋など地

元の味に舌鼓をうった。

2009 4 趣味・催し物

ハナトピア岩沼体験農園利用者募集のお知らせ。農園面積は１

区画約２５㎡。

2009 5 街角ウォッチング 宍戸正幸

親子での農業体験を通して、野菜を身近に感じ、野菜を好きに

なってもらおうと農業体験教室「かぼちゃであそぼう隊」がハナトピ

ア岩沼で開催され、２２人の小学生が参加した。「ぼっちゃんかぼ

ちゃ」と「ジャンボかぼちゃ」の２種類の苗を、市内で農業を営む宍

戸正幸さんの指導のもと、みんなで丁寧に植えた。７月には観察と

料理体験、そして、８月にはおいしい・楽しい収穫が待っている。

2009 10 裏表紙

ハナトピア岩沼イベント実行

委員会

秋の収穫祭について。地元農産物の産直販売を中心に農業者と

市民との交流を図る農業者による手作りイベント。農産物の産直

販売。花苗、植木、園芸資材の販売。地元産カーネーションの展

示販売。千人鍋。和太鼓演奏。飲食物コーナー。よさこい。手作り

お菓子販売。「みんなで考えよう田んぼの役割展」。フリーマー

ケット。ミニＳＬ試乗。チャリティイベント。

2009 12

生産者と消費者の交流を図る「ハナトピア岩沼・秋の収穫祭」が行

われ、毎年人気の農家手作り「千人鍋」、農産物の産直販売やフ

リーマーケットなどの催しに大勢の人たちが訪れた。２日間で延べ

５５００人が訪れた。

2010 3 裏表紙

ハナトピア岩沼イベント実行

委員会

春恋まつりについて。地元農産物産直販売。花苗、植木、園芸資

材販売。地元特産カーネーション展示即売会。農家鍋自慢（じゅ

うねん鍋・カレーポトフ・すいとん鍋・豚汁）。フラワーアレンジ展。

押し花店。トールペイント展。ミニＳＬ試乗。手作りスイーツ。飲食物

販売。山形の刃物販売。防犯コーナー。吹奏楽演奏。和太鼓演

奏。どじょう掬い踊り。塩のセット販売。手工芸品販売。ポン菓子販

売。

2010 7
岩沼市農村青少年クラブ連

絡協議会会長の岡崎信幸さ

ん

親子での農業体験教室を通して、野菜を好きになってもらおうと５

月２３日に農業体験教室「かぼちゃであそぼう隊」がハナトピア岩

沼で開催され、２８人の小学生が参加した。岩沼市農村青少年ク

ラブ連絡協議会会長の岡崎信幸さんからおいしいかぼちゃに成

長するための条件などを教わりながら、「ぼっちゃんかぼちゃ」と

「ジャンボかぼちゃ」の２種類の苗を植えた。

2010 10 ハナトピア岩沼イベント実行

委員会

秋の収穫祭について。地元農産物の産直販売を中心に農業者と

市民との交流を図る農業者による手作りイベント。農産物の産直

販売。花苗、植木、園芸資材の販売。千人鍋。和太鼓演奏。飲食

物コーナー。チアダンス。よさこい。米粉パン・米粉麺販売。手作り

お菓子販売。「みんなで考えよう田んぼの役割展」。フリーマー

ケット。ミニＳＬ試乗。チャリティイベント。フラワーアレンジ展。トー

ルペイント展。防犯コーナー。

2010 10
ハナトピア岩沼廃

止へ　「事業仕分

け」受け市長方針

岩沼版事業仕分けが行われハナトピア岩沼の廃止が決定した。

廃止時期について施設敷地のうち借地契約が切れる2014年3月

を挙げている。すべて閉鎖するのではなく、産直店舗や集会施設

などは残す方針。

2010 10

「負の遺産」「政争

の具」ハナトピア岩

沼/市、廃止し買い

上げへ/新たな活

用策前途多難

事業仕分けによりあっさりとハナトピアの事業廃止が決まったこと

に対して批判の声も上がっている。事業費を削減してきたのは市

長であり、ハナトピアが荒れ放題となり廃止につながるのは当然と

の見方がある。国庫補助を受け建設されたため、「廃止」を言い出

せば補助金返還などのペナルティがあるため、市は最低限の維

持をしてきた。また、敷地の8割超にあたる４．２㌶が借地で、市は

地権者24人に年間計622万円の借地料を払い続けている。賃貸

借契約は14年3月が期限。更新せずに土地を返還するには原状

回復が必要で、仮に元の水田に戻すには数億円単位の費用がか

かる。地権者からは今更田んぼで返されても困るとの声や市への

不満が上がっている。市は早急に検討チームを作るようである。

2010 11 街角ウォッチング

生産者と消費者の交流を図る「ハナトピア岩沼・秋の収穫祭」が行

われ、毎年人気の農家手作り「千人鍋」、農産物の産直販売やフ

リーマーケットなどの催しに大勢の人たちが訪れた。２日間で延べ

７４００人が訪れた。

2010 12

市ではハナトピア岩沼の将来に向けたあり方について検討を進め

ている。産直や各種研修など、現在農業振興のため活用されてい

る建物は引き続き存続させ、さらに利用価値の高い公共施設とし

ての機能面を中心に見直している。ついては、今回ハナトピア岩

沼の庭園部分について、市民から具体的なアイディアを募集す

る。



2011 3 ハナトピア岩沼イベント実行

委員会

春恋まつりについて。地元農産物産直販売。花苗、植木、園芸資

材販売。地元特産カーネーション展示即売会。農家鍋自慢（じゅ

うねん鍋・カレーポトフ・すいとん鍋・豚汁）。フラワーアレンジ展。

押し花展。トールペイント展。手作りスイーツ。飲食物販売。防犯

コーナー。吹奏楽演奏。和太鼓演奏。どじょう掬い踊り。塩のセット

販売。ポン菓子販売。南米音楽フォルクローレ。児童合唱。

2011 10 １０月のおしらせ

ハナトピア岩沼は、農業研修の場、都市と農村の交流の場など、

農業構造改善事業として整備した施設である。基本的にはその趣

旨に沿って営業してくれる方で次の要件を守ってもらえる方にハ

ナトピア岩沼地域食材提供施設（レストラン）に入居してもらいた

い。（１）食材などはできるだけ地元（２）メニュー、利用のしかたな

どについて計画書、または企画書を提出すること。

2011 10

いわぬま健幸・産業まつりと秋の収穫祭について健幸まつりは食

育や健康チェックなどが行える生活習慣を見直すイベント。秋の

収穫祭は地元農産物の産直販売を中心に農業者と市民との交流

を図る農業者による手作りイベント。農産物の産直販売。花苗、植

木、園芸資材の販売。千人鍋。手作りお菓子販売。フリーマー

ケット。チャリティイベント。

2011 11

ハナトピア岩沼と勤労者活動センターで、東日本大震災復興祈

念・市制施行４０周年祈念「いわぬま健康・産業まつり」が行われ

た。最初にハナトピア岩沼でオープニングセレモニーが行われ、

西保育所と岩沼北保育所の園児１０人による開会宣言と打ち上げ

花火の合図でイベントがスタート。ハナトピア岩沼では「健幸まつ

り」が開かれ、学校給食の紹介や健幸に関するさまざまなブース

があり、参加した方々は健康チェックや試食などを体験していた。

また、「秋の収穫祭」では、市内から選りすぐられた新鮮な野菜な

どが並べられ、産直市が開かれていた。

2012 3 ハナトピア岩沼イベント実行

委員会

春恋まつりについて。地元農産物産直販売。花苗、植木、園芸資

材販売。地元特産カーネーション展示即売会。農家鍋自慢（じゅ

うねん鍋・カレーポトフ・すいとん鍋・豚汁）。フラワーアレンジ展。

トールペイント展。ミニＳＬ試乗。手作りスイーツ。飲食物販売。山

形の刃物販売。防犯コーナー。吹奏楽演奏。和太鼓演奏。安木

節。塩のセット販売。手工芸品販売。ポン菓子販売。風船配布。

コーヒー等の販売。フリーマーケット。

2012 4 街角ウォッチング

長岡ひなどり会、小川クラブ、

園芸振興組合、

ハナトピア岩沼で農家手作りイベント「春恋まつり」が開催された。

新鮮な地元農産物を購入したり、家族でミニＳＬ試乗を楽しんだり

していた。農家鍋自慢では、具だくさんで自家製の味噌をつかっ

た長岡ひなどり会の「豚汁」、かつおぶしたっぷりのだしにじゅうね

んの風味がきいているという小川クラブの「じゅうねん鍋」、とてもや

わらかいすいとんが自慢という園芸振興組合の「すいとん鍋」が販

売された。

2012 4 趣味・催しなど

ハナｔピア岩沼体験農園利用者募集について。１区画約２５㎡、３

６区画、４月～平成２５年２月下旬までの期間において。

2012 12 街角ウォッチング

ハナトピア岩沼と勤労者活動センターで「いわぬま健康・産業まつ

り」「秋の収穫祭」が行われた。「健幸まつり」では、学校給食の紹

介や健幸に関するさまざまなブースがあり、参加した方々は健康

チェックや試食などを体験していた。また、「秋の収穫祭」では、市

内から選りすぐられた新鮮な野菜などが並べられ、産直市が開か

れていた。

2013 3 ハナトピア岩沼イベント実行

委員会

春恋まつりについて。地元農産物産直販売。果物・農産物や農産

加工品一般および漬物・おにぎり・もち・りんごジュース・りんごジャ

ムの販売。甘酒。玉こん・焼き芋の販売。花苗、植木、園芸資材販

売。地元特産カーネーション展示即売会。農家鍋自慢（豚汁）。フ

ラワーアレンジ展。トールペイント展。ミニＳＬ試乗。手作りスイー

ツ。手工芸品販売。ポン菓子販売。コーヒー等のサービス。フリー

マーケット。


