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『ふくしま地域活性化セミナー』  
日時：平成 20 年 9 月 3 日  
会場：ふくしま自治研修センター 講堂  
 

事例発表 2 「「ダリア」を活用した地域振興」  

      塙町 総務課課長補佐 天沼 恵子 氏  
 

     
 
 
 

みなさん、こんにちは。塙町総務課の天沼

と申します。今日は、ダリアを活用した地域

振興についてお話させていただきます。私は

それほど難しい話をするわけではありません

ので、肩の力を抜いて、メモなども要りませ

んので、話を聞いてください。  
 私の自己紹介です。御年は四十代ですが、

かろうじてで、もうすぐ大台に乗ってしまいます。  
これまで、教育委員会、広報、観光、企業誘致を経験し、現在は総務課に所

属しています。広報時代の話をすると、自分の自慢話になってしまうのですが、

自分で何か改革したいという思いで、広報の仕事に取り組んできました。平成

元年から 8 年間担当をしたのですが、広報担当の仕事はどうしても今まで男性
が多く、ご他聞に漏れずうちの町もそうでした。でもやるからには、広報の仕

事を通じて、地域起こしがしたいという思いで始めました。  
なぜそう思ったかですが、私は結婚が早くて、二十代で三人の子供を出産し

ました。仕事を始めたばかりなのに、数年で 3 回も産休に入り、今でこそ育児
休業が取れるようになりましたが、そんな時代では勿論なく、一人取り残され

たようで、こんなことをしていていいのかなとさえ思いました。町にも残りた

くて残ったわけではなく、残させられたという状態の中で、どうせやるなら自

分の地域を少しでもよくしたい、生まれた子供たちに、「この町に生まれてよか

った」というような町にしたいと、強く思いながら広報を作り始めました。  
広報は非常におもしろくて、広報紙や写真のコンクールがあります。このコ

ンクールを手始めに、自分で紙面の改革をしようと思い、毎月いろいろな問題

を学び、地域に出向いて取材して歩きました。農業の問題、教育の問題でいじ

めを取り上げたり、地域の人を巻き添えに広報作りを行いました。最初は、コ

ンクールで福島県で一位になれば、塙町も少しは有名になるかも知れないと思

っていたのですが、少し力を加えただけで、最初の年に福島県で一位になって

しまいました。福島県で一位になると、今度は全国に行くのです。自分でも広

報の意味も分からないうちに全国に行きましたが、そこで見事落選をし、全国

の壁の厚さを経験しました。しかし、福島県で一位になっただけで、多くの視

察者が訪れるのです。もしかすると、もう少し頑張り全国に入選すれば、もっ

と地域おこしになるのではないかと考え、今度はさらにパワーアップしたわけ

です。  
次の年に、全国の七席（八位）その翌年全国一席（二位）を取り、四年目で

全国特選・自治大臣賞（全国一）という賞を取りました。広報で地域起こしを
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と思い、「広報イコール町づくり」と、担当時代に訴えてはきたのですが、地域

おこしに強く影響したかというと、少々疑問が残ります。しかし、５０団体を

超える広報の視察者と、私があちこち講演して歩いただけでも、少しは貢献で

きたかと思います。しかし本物の地域づくりには及ばず、その不完全燃焼がダ

リアづくりのきっかけになったのだと思います。  
 
 
              
 

 
これが塙のダリアです。ダリアに会った

のは私が観光担当になった平成 10年です。
元々、塙町はダリアとは全く関係がありま

せん。塙町は平成 10 年に、温泉宿泊施設
「湯遊ランドはなわ」をつくりました。こ

の年から観光に力を入れようとしました。

「観光といえば花」、観光の町おこしだった

ら、絶対花が必要だと思ったのがきっかけ

です。塙という文字を見てもわかるとおり、

みんなが輪になって語り合う、そういうイ

メージです。導入にあたり、静岡県のラン

や栃木のベコニアも見たのですが、山形県

川西町に行ったときに、このダリアに会い

ました。私は最初ダリアというイメージは、

ポンポンダリアしかイメージがありません

でしたけれども、そのダリアを見た時に、

非常に華やかで、美しい花であることに驚

きました。それがダリアづくりの始まりに

なりました。  
 元々、ダリアというのは、メキシコが原

産でオランダ人によって日本に来ました。

本当は品種は３万種くらいあるんですが、

現在、塙町には３００種５千株があります。

なぜ、ダリアなのかになりますが、「華やか

である」「長期間咲く」「これからのまちづ

くりのイメージにぴったりだ」ということ

が、取り組みのきっかけになりました。ダ

リアが非常に面白いのは、７月から１０月、

場所によっては１１月上旬まで咲くことで

す。県内ではダリアに取り組んでいる市町

村はどこにもないということで、「みんなで

ダリアをやろう」と、町の中でやっと決ま

りました。花を咲かせること、これが平成

10 年の取り組みだったのですが、平成 11
年からは町民を巻き添えにした取り組みを

始めました。  
何か起こそうとするとき、やはり町民の

人に分かっていただくためには、ダリアを

配らなくてはなりません。ダリアを配り美

なければつくる（なぜダリアなのか）  
 ないものねだりではなく、  
あるものを活用する  

華やかな花は「はなわ」のイメージ  

ダリア写真コンテストグランプリ  

ダリア写真コンテスト町民の部グランプリ  
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しい花を見て、その後に写真コンテストを開きました。写真コンテストを始め

たおかげで、塙町出身で現在自然写真家で活躍している鈴木一雄先生とも出会

うきっかけになりました。現在はすべてにおいて、町起こしの原動力としてご

協力いただくまでになりました。  
 
 
 
 

       
「困難の中にこそ、成功のカギがある」

これは未来博から得た教訓です。皆さんが

ご存じのように、平成 13 年に未来博があ
りましたが、私たちの町も少し前から未来

博の準備を始めました。私も観光にいたこ

とで、未来博と係わりを持つようになり、

塙町だったら何が出せるのかと考えたとこ

ろ、やはりダリアで勝負しようと決めたの

です。これも最初からすんなり決まったわ

けではなく、鮫川村さんや常葉町さんが始

めるのを見て、未来博期間が７月から９月

なら、ダリアなら出展できるかもと、急な

運びで話が決まりました。しかし話が決ま

っても、問題はたくさんありました。未来

博会場の須賀川までは、一時間の時間を要

します。そういう中で、どうすれば見事な

ダリアを咲かせられるのか、非常に困った

のですが、まず平成 12 年に、ダリアづく
りの先生の育成を行うため、ダリアづくり

コンテストを行い、指導者育成を行いまし

た。老人会や小学生が中心でしたが、その

中でたくさんのダリア名人が育ってくれま

した。平成 13 年の７月から９月が、未来
博会期です。しかし、その前に土づくりを

しなければなりません。主団体のことや人

員運搬の配車や費用など、町長を中心に話

し合いを進めました。老人会の皆さんにお

世話になるしかないということになり、老人会の集まりで、みなさんに「なん

とかして塙のダリアを全国に広めたいんだ」という話をしたところ、皆さんが

話しにのり協力してくれることになりました。延べ会期が 90 日くらいだった
のですが、それプラス 30 日くらいを全て須賀川まで通い、塙町民約 1000 人以
上の方が未来博とその準備に参加してくれたということになります。会期中は、

朝６時に出て７時に着きましたが、それから未来博が始まる９時までの約二時

間、花摘みや芽つみ、草取りなど、いつ来ても一番いい花を見せようというこ

とで、老人会が中心なり頑張りました。私たちもワゴン車 2 台で、毎日送迎し
作業をしたのですが、終わってみればいい思い出ですが、本当に苦難の連続で

した。でも幸いに、作業をやっていくうちに、お年寄りの喜ぶ顔が見えてきま

した。老人会の皆さんは、一時間も通うことで「大変だ」と口では言っていま

したが、「これが塙のダリアなんだよ」と、2 時間の作業中のスタッフ等が行き
交う中、老人会員が自ら PR マンになりました。結局、このような苦労があっ

困難の中にこそ、成功のカギがある  
 流した汗は、無にはならない  

未来博で 3200 株のダリアづくり  

延べ 1000 人が未来博に参加  
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て、未来博のタイアッププログラムの優秀賞をいただくことができました。  
      未来博はどちらかというと、厄介ものだという話もあったかと思いますが、

塙町にとっては、この未来博がきっかけになり、県内外の人たちにダリアを宣

伝することができました。これがなかったら多分塙のダリアは成功してなかっ

たのかなと思います。最初は、本当に困難でしたが、やり遂げたことでそれが

成功につながった。「困難のなかにこそ、成功のカギがあるんだ」と、その時非

常に感じました。  
 
 
 
 

 
 「町づくりは教科書づくりではない」と思

います。自治体の数は 1,787 ありますが、塙
町も１，７８７分の１のまちづくりです。広

報時代も同じ考えで取り組んできたのですが、

広報誌もまた、教科書を作ろうと思うから難

しいのであって、自分たちの町の取り組みは

一つしかないと自信を持つことが大事です。

塙町は、全国の自治体に一つしかありません。

ですから、みんなと同じものは絶対ないし、

作りようもないのです。  
塙町に今あるものは何かを考えました。東

京都の葛飾区、中野区、練馬区この三つの区

と塙町は交流をしています。葛飾区との交流

にダリアを生かそうと考えました。塙町には

未来博で花を作ったダリアの名人がたくさん

育っていましたので、葛飾区に行ってダリア

づくりを指導し交流しました。最初はどうな

るかと思ったのですが、自信は人を大きくさ

せ、東京都の人に対しても胸を張って指導を

することができました。その姿を見て、ダリ

アを作ってよかったなと非常に強く思いまし

た。このことがきっかけで、首都圏から多く

の来客が訪れるようになりました。これは平

成 14 年の取り組みです。この時期に、塙町

では山つつじに加え、町の花をもう一つ加え

ようと、町民のアンケートを行い、ダリアが

町の花に加わりました。  
未来博後は、ダリアの町はなわが名を馳せ

てきて、全国ダリアサミットを平成 14 年に
湯遊ランドはなわで行いました。ちょっと裏

話ですが、これはマスコミに乗せられてしま

ったのです。マスコミの人たちはせっかちで、

次は何をするのかと尋ねるのです。私は次は

全国のダリアの担当を集めて、「ダリアサミッ

トを行いたい」、「産品も作りたい」、と話した

ところ、新聞に大きく出されてしまい、なぜ

かそのままエスカレートしていってしまいま

町づくりは教科書づくりではない  
（１，７８７分の１の魅力づくり）  

東京都葛飾区とのダリア交流  

交流先からの観光客誘致  

全国初 ダリアサミット 開催  



 5

した。秋田と山形、東京、兵庫のトップが集まり、全国初の「ダリアサミット」

を行い、それがきっかけで、いろいろなダリアの情報が集まるようになりまし

た。ダリアの懐石料理を、その場で皆さんに食べてもらいました。今も注文で、

湯遊ランドはなわで作りますが、ダリアは毒だという説を打ち破るための策だ

ったのですが、非常においしいという好評を得ました。いい勉強になりました。  
 

 
 
 

 次に取り組んだのはダリア染めです。平

成 14 年に始まったのですが、平成 15 年に
道の駅はなわができるため、産品にしたか

ったのです。最初、主婦の人たちを募って、

公民館の事業で行いました。その時に４、

５０人集まってしまい、本格的にやろうと

するには多い人数でしたが、1 年過ぎても
楽しいのか、皆さんやめないんです。それ

で現在に至っています。ダリア染めには多

くの人に手助けをしてもらいました。東京

の大島に行って、椿染めを教わりに行った

り、山形に行ったり、みんな団結心が強く

研究した結果、やっと平成 14 年の終わり
頃、作品になりました。さっそく福島県の

特選品コンクールに出品したのですが、見

事「福島県特選品大賞」を取ってしまいま

した。「取ってしまった」と言うのはうれし

い反面、売れるものを作らなくてはいけな

い使命感があります。次の年の４月の売り

始めまでに、会員は昼夜なくさらに磨いた

商品づくりに苦労を重ねました。今でも、

コラッセふくしまを中心に福島空港とか塙

町の道の駅、湯遊ランドはなわ等でダリア

染めが売られています。  
 そのほか、ダリアをイメージしたお菓子

や球根を使ったダリアパンなど、いろいろ

出てきました。  
さらにもう一つ、球根の漬物の「さすけ

根ぇ」です。ダリアサミットを行い、産品

に注目したとき、どうしても漬物にできな

いとみなさんおっしゃっていました。それ

は、ダリアの臭みを消せなかったからです。

漬物がないんだったら、うちの町で作ろう

と思いました。ダリアはイヌリンが含まれ、

しゃきしゃきしていてごぼうみたいな触感

です。しかし昔から「ダリアは毒だ」とい

う話があり、産品にしなかったこともあり

ました。毒説を覆すために、会津のハイテ

クプラザなどいろいろ相談したのですが、

毒がないという証明は千万単位でお金がか

ダリアづくりから生まれた交流の輪  
（ダリアを生かした産品開発・イベント）  

花びらを使った ダリア染め  

ダリアの球根を使った ダリアパン  

ダリアをイメージした お菓子  
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かるそうです。全ての毒を検出しなければ

いけない。それでは塙町では絶対無理なの

で、日本ダリア会という大きな組織にお願

いをしました。先生は、日本薬科大学の教

授に相談し、教授に毒はないことを証明し

ていただきました。味については、練馬区

の粋な商人と手を結び、中漬けといって完

成前に一回多く漬けるやり方を取り入れて、

ダリア漬物が完成したのです。  
この漬物を発表したのが平成 16 年。道

の駅ができて一年後のことです。一周年の

時に発表したのですが、全国初ということ

で、しかも食っても「さすけ根ぇ」という

ことで発表しました。最初は「さすけねえ」

とひらがなだったんですが、根っこの根を

つけようということで、しゃれを加え、完

成したわけです。「さすけ根ぇ」には、味噌、酒粕、梅、ワインなど５種類あり

ます。産品もできてよかったのですが、なにより地域おこしの団体が元気よく

なっているのが、たまらなくうれしくなりました。  
 

 
 
  
 

 「地域おこしは心おこしと産業育成」と

いうことで、私も平成 10 年から観光担当
を平成 18 年まで、担当させていただきま
した。その後に企業誘致担当になりました

が、この間にダリアが定着していったとい

うのは、非常にうれしいことです。お年寄

りが胸を張って「ダリアの町はなわ」と言

い、ダリアの花が「孫のようにかわいい」

と言ってくれるのです。塙町は、ほかのダ

リアの町よりもダリアづくりは遅かったの

ですが、１６団体のお年寄りが、道の駅や

駅舎、公民館にダリアを作っています。こ

の前、先生に、もっとアピール性のある場

所で作った方がいいと指摘されたのですが、

地区がばらばらでなかなか難しいのですが、

７校の小中学校にもダリアを咲かせていま

す。一番よかったなと思うことは、子供と

お年寄りの交流です。最初、子供は子供、

お年寄りはお年寄りだったんですが、どう

してもお年寄りの力を借りないとできませ

ん。お年寄りが学校まで出かけていき、子

供たちに教える。これは非常によい効果で、

最初はそう思わなかったのですが、子供と

お年寄りの世代間の交流に非常に役立つと

いうことが分かって驚きました。子供たち

地域おこしは心おこしと産業育成  
 誇れるものがある  

球根の漬け物「さすけ根ぇ」  

ダリアづくりが心の張り合い  

ダリアは孫のようにかわいいと  
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も何かイベントがあるとお年寄りを呼んだ

り、心の交流につながっています。ダリア

が生涯学習の一部として役立ったと思って

います。  
ずっとダリアの話をしてきましたが、ダ

リアにも問題があります。球根の中にどう

してもウィルスが入るんです。これは五、

六年過ぎると入り、花はきれいに咲くので

すが、どうしても他の球根にうつってしま

うのです。ならば、塙町の新種を作ればい

いということで、私が観光にいた時に、球

根ではなくて、花の種から取る方法を今研究しています。花と花を掛け合わせ

てその種を作る。いろんな方法があります。これをやると全く違う品種ができ

ます。その品種の取り組みを地域づくりサポート事業に、現在取り組んでいま

す。  
 
 
 
 
 
今後の構想として考えていることは、ダリアを一つの産業として考えること

です。これまで、イベントや商品開発を行ってきたのですが、切花の産地づく

りを目指して「ダリアの里」を実現できればいいなと思っています。今は総務

課でおとなしくしていますが、また機会があったら、こういう事業にも取り組

んでいきたいと思っています。ダリアに取り組んで 10 年になりますが、今は、
お年寄りや子供たちの心の中にも、誇りというダリアの花を咲かせることがで

きたのではないかと考えています。そして私自身、夢ある仕事に携わることが

できて大変嬉しく思っています。本日はありがとうございました。  

今後の構想  
名実ともに花の町づくり  
 

子供とお年寄りの交流  


