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多面的機能を持った里山を 100年後のこどもたちへ

２０１９年２月２２日 設立総会決定版

城山新たな里山創生プロジェクト
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１ 城山公園が抱える課題と解決の糸口

（１）城山公園が抱える課題

・宮沢賢治の詩碑があるがあまり注目されていない。またガーデナーとしての宮沢賢治もあまり注

目されていない

・城山公園北側の御蔵坂や民有地の山林が荒廃し景観を害している。また成長した杉林が公園頂上

や御蔵坂からの眺望を妨げている。

・杉林が伸びたことにより、斯波氏が高水寺城として造営した曲輪が見えなくなっている。

・城山公園の荒廃した山林は熊の通り道となり、熊の出没が頻発している。

・城山公園周辺のりんご園は、園主の高齢化により伐採され遊休地化が進んでいる。

・高齢化社会が急速に進行する中で、健康寿命の長期化、認知症予防が我が国を初めとする世界中

の最重点課題となっている。

・野生鳥獣害の発生の原因ともなっている荒廃した里山の再生が喫緊の課題となっている。

・都市化とＩＴ技術の進歩により、自然環境を体験して学習する機会が減少している。

（２）課題解決の糸口

・地域団体が四季を通じて桜祭、夏フェス、秋の散策会を開催しイベントが浸透してきている。

・宮沢賢治が作品に描いた岩手山、南昌山（紫波三山）や早池峰山、姫神山が眺望できる。

・御蔵坂周辺には走湯神社や御蔵ガーデン等の観光に活用できる施設がある。

・御蔵坂の両側は民有地で地権者の同意を得られれば開発可能である。

・盛岡市の(株)バイオコクーンは、桑の機能性や冬虫夏草を活用した認知症を予防・治療する研究

を進めている。

・桑は防除が不要な省力的な作物で、りんご園跡地や山林伐採跡地でも栽培可能である。

・志和稲荷神社には桑の木で作った中風除けのご神体がある。

・盛岡市の祇陀寺にぽっくり地蔵がある。住職さんは、ぽっくり地蔵の分社に理解がある。

・(株)バイオコクーンの鈴木所長は志和稲荷神社を参拝したときに、桑の木で作った神体があるこ

とと、桑が健康長寿に効果があるという由来からヒントを受け桑食の研究に取り組んだ。このエ

ピソードは、紫波町が桑食文化の発祥地という由来につながる。

・紫波町に旧岩手蚕種株式会社の建物がある。

・宮沢賢治の「銀河鉄道」の舞台となった南昌山が近くにある。

・城山公園では環境マイスター紫波による自然観察会が開催されている

・城山公園は斯波氏が居城とした山城で東北最大級の規模がある。
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２ 城山新たな里山創生プロジェクトのめざす姿

＜コンセプト＞

多面的機能を持った城山公園を100年
後のこどもたちによりよい姿で残し伝

えていく

＜キャッチフレーズ＞

◇宮沢賢治の精神にふれて心豊かに生きる

◇桑と共に人生100年を健やかに生きる
◇新たな里山を作りながら環境と共生して生きる

◇四季を通じたイベントを開催し楽しく生きる

＜期待される効果＞

・新世紀未来宣言の実現に向けた城山公園の整備

・紫波町中心部にある城山公園の観光振興、交流人口の拡大

・宮沢賢治と紫波町の関連、桑食による健康長寿の情報発信

・桑を活用した農業の 6次産業化推進と耕作放棄地解消

・城山公園を活用した自然環境を学習する機会の拡大

・高水寺城史跡の曲輪の明確化

・城山公園の山林整理による熊の出没防止
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３ プロジェクトの全体像
◇頂上周辺を「宮沢賢治愛のエリア」として愛宕神社の魅力向上と宮沢賢治展望台を整備す

る。

◇城山公園北側の御蔵坂と走湯神社を「御蔵坂エリア」として、宮沢賢治思惟の森、桑と健康

の森、環境学習の森、子供の森、山椒とアゲハの森、香りの森、彩りの森等を整備する。

◇「御蔵ガーデン」に桑の見本園、山桑軒、南部藩ゆかりの茶園を設置する。

◇宮沢賢治と健康をキーワードにした広域の観光ルート「宮沢賢治と桑の健康長寿街道」を設

定しＰＲする。

宮沢賢治愛のエリア

★桜祭、夏フェス

宮
沢
賢
治
思
惟
の
森

＋

彩
り
の
森

御蔵ガーデン

山桑軒、桑見本園

走湯神社

源頼朝矢立の槻木

桑健康地蔵

二日町鹿踊伝承館

志和稲荷神社

中風除け神社

桑のご神体

南昌山

銀河鉄道の舞台
＜紫波・盛岡広域観光ルート＞

【宮沢賢治と桑の健康長寿街道】

旧岩手蚕種株式会社

桑と健康の森

環境学習の森

山椒とアゲハの森

祇陀寺

ぽっくり地蔵

夫婦桑の巨木

香りの森

子供の森
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４ 桑、シルク、冬虫夏草が持つ健康機能性

桑は古来より健康・長寿に効果があると漢方薬や桑茶に利用されてきた。鎌倉時代に栄西が著

した「喫茶養生記」には、桑の飲み方と効能が詳しく書かれている。

近年、桑の持つ健康機能性が科学的に明らかにされ健康食品として注目されている。

岩手大学名誉教授鈴木幸一氏（現(株)バイオコクーン研究所社長）は、カイコハナサナギタケ

を使って蚕のサナギから人工的に冬虫夏草を生産できる技術を開発した。

鈴木氏は、岩手医科大学の寺山靖夫教授らと共同研究し、冬虫夏草がアルツハイマー型認知症

脳機能の改善に効果があることを明らかにした。

冬虫夏草が認知症の改善に効果があることが、全国的に注目され、テレビ番組「夢の扉」や多

くのマスコミに取り上げられている。

鈴木氏は、「養蚕イノベーション」を提唱し、桑食により健康寿命を延ばし医療費の削減を図

ることと、桑栽培による地方の創生を目指している。

桑 食 の 効 果 健康機能性に関する科学的知見

延命効果 ・桑の葉や桑枝条のエタノール抽出物には寿命延伸効果がある。

高血圧抑制効果 ・桑葉や桑根皮に高血圧を抑制する抗酸化物質が含まれている。

＜抗アミロイド形成活性効果（アルツハイマー予防効果）＞

・桑の葉や実にアルツハイマーの原因の一つになβアミロイドの形

成を抑制する物質が含まれている。

脳機能改善効果 桑葉：アストラガリン、マロニルグルコシド

桑実：レスベラトロール、アントシアニン

・カイコのサナギから作った冬虫夏草にアルツハイマー型認知症を

改善する物質が含まれている。

血糖値上昇抑制効果 ・桑葉に血糖値を下げるデオキシノジリマイシンとフラボノールグ

ルコシドが含まれている。

ガン転移抑制効果 ・桑の実にがんの転移を抑制するアントシアニンンが含まれている。

動脈硬化抑制効果 ・桑葉に動脈硬化を抑制するケルセチン 3（Ｑ３ＭＧ）が含まれて
いる。

中性脂肪低下 ・桑の葉エキスに上記効果を発現される抗酸化物質が含まれている。

コレステロール低下効果、

肝機能改善効果

ダイエット効果 ・桑の葉に肝臓の脂肪蓄積や血糖の上昇を抑えるデオキシリジリマ

イシンが含まれている。

美白効果 ・桑根皮にメラニンの形成を抑制するチロシナーゼ阻害物質が含ま

れている。

便通改善効果 ・桑の葉に便通を改善する食物繊維が含まれている。
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岩手日報 平成２０年１月４日（金）
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５ 桑による里山の循環ビジネスモデル

〇土地の所有形態

・新たな里山として植樹する場合土地を長期間占有するため、地権者から購入する必要がある。

・町民が新たな里山に自由に出入りするためには、公共用地とする必要がある。

＜城山新たな里山トラスト＞

・協賛者に寄付を募り、新たな里山の対象となる林地を購入して整備する。

＜オガール方式＞

・民間で各種事業を活用し新たな里山を整備する。新たな里山の整備が終了した時点で町に

譲渡し城山公園用地とする。

〇新たな里山

〇山桑軒

〇桑鶏舎

〇走湯神社
・健康祈願

・桑商品販売

〇紫波桑商品開発コンソーシアム

〇紫波桑ブランド確立協議会
・紫波桑ブランドで桑商品販売

〇城山周辺の遊休地
・桑畑として活用

桑パウダー、桑卵販売
桑商品販売

商品代金

協賛金

桑葉、桑実購入

商品代金

原料代金

利益繰入
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〇経営収支を把握する費目

① 新たな里山部門 ＜収益を生まない部門＞

項 目 費 目 の 内 容

会費 ・城山に新たな里山を創る会の会費

協賛金 ・企業・個人の協賛者からの協賛金

補助金・助成金 ・各種補助事業、助成事業
収入

催事参加会費 ・新たな里山で開催するワークショップ、見学会への参加費

受託料 ・城山公園の管理を受託した場合の受託料

山桑軒繰入金 ・山桑軒の利益から新たな里山部門への繰り入れ

合 計

一般管理費

里山整備事業費 ・新たな里山を整備するための事業費

支出 里山維持管理費 ・新たな里山を維持管理していくための費用

催事費 ・新たな里山でワークショップ、見学会を開催する経費

合 計

単年度収支

累積損益

② 山桑軒部門 ＜収益を生み出す部門＞

項 目

入場料 ・御蔵ガーデンの入場料

桑商品販売 ・桑商品の販売収入

収入 料理販売 ・レストランの販売収入

紫波桑ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ ・紫波桑ブランド確立協議会構成員から販売額に応じて協賛金を徴収
協賛金

合 計

一般管理費 ・事務員、販売員、調理士賃金、光熱水道費

庭園維持管理費 ・御蔵ガーデンの維持管理費

桑商品購入費 ・桑商品仕入れ
支出

桑料理材料費 ・レストラン食材購入費

庭園賃借費 ・御蔵ガーデンの敷地を借り入れする

新たな里山繰出金 ・利益を新たな里山部門に繰り入れる

合 計

単年度収支

累積損益
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６ 紫波町の施策との関連

計 画 名 掲載項目と本プロジェクトが目指している内容（→部分）

・日本の文化の源流は農村の山ひだにありました。

新世紀未来宣言 ・紫波の環境を百年後の子どもたちによりよい姿で残し伝えていきます。

→多面的機能を持った城山公園を百年後の子どもたちに残して伝えていきま

す。

方針１ 資源循環のまちづくり

（１）循環型農業の普及

→鶏のエサに桑を混ぜて桑卵を生産し、鶏糞堆肥を桑畑に循環させます。

長期的には町内の転作田で生産された飼料米アルコール発酵させたもろ

みを餌に活用し、水田→飼料米→飼料→桑卵→鶏糞たい肥→水田で循環

させます。

（２）森林資源の活用と森林再生

紫波町環境・循 →城山公園に多面的機能を持った森林を整備します。

環基本計画 方針２ 環境創造のまちづくり

（１）里地里山の保全、創造

→生物の多様性を保った環境学習の森を整備し自然観察会を開催します。

方針３ 環境学習のまちづくり

（１）身近な環境を知り、自分たちで守る

→子供の森を整備し、幼児期から植物を使った遊びができる場を作ります。

方針４ 交流と協働のまちづくり

→紫波桑商品開発コンソーシアム、ブランド確立協議会の活動を通して城

山の環境・循環情報を共有するとともに、他地域への情報発信を行いま

す。

第３項 農業者が安心して農業に取り組める環境を整えます。

・6次産業化支援事業 1,631千円
→桑の６次産業化を進めます。

第二次紫波町総 第１節 豊かな資源を生かした観光交流を進めます

合計画 ・あずまねイイ山イイ湯だなプロジェクト 18,213千円
実施計画 →城山を活用した観光交流のプロジェクトを進めます。

2019-2021 ・特産品開発・販売促進事業 450千円
→桑を使った商品開発と販売促進を行います。

第２節 快適に暮らせる良好な住環境を保全します

・公園管理事業（城山等） 63,000千円
→城山公園の環境整備につながります。

※事業費は 19，20，21年の合計

３－１ 公園・緑地の方針

（1）都市公園の整備
紫波町都市計画 城山公園は、総合公園としての位置づけとともに。桜の名勝地、眺

マスタープラン 望点であることに配慮した整備・管理を行います。

→城山北側に新たな里山を整備することにより、岩手山、盛岡市、下

町の眺望が改善します。
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計 画 名 掲載項目と本プロジェクトが目指している内容（→部分）

施策１ 新たな観光資源の発掘、整備

■身近な自然からの発掘

・巨木、珍木も従来からの人気の観光資源です。町指定木の魅力向上な

どを含め、さらに発掘に努めます。

→北上川河川敷で桑の巨木２本を発見しました。幹回り 3.4 ｍと 1.9 ｍ
で大の木の樹高は約 13 ｍです。大きさ的には県内最大級で同程度の
桑の木は青森県や北海道で県指定の天然記念物に指定されています。

■里山、森林の魅力発掘

→城山に多面的機能を持った里山を創生して観光資源にするものです。

施策２ 紫波町の魅力向上

■四季をとおして愉しめる城山公園の整備

・地元関係団体等と城山公園やその周辺整備のあり方について協議、検

討します。

・必要に応じて整備計画書の策定を検討します。

→地元団体が協議し城山公園のあり方と整備計画書を作成しました。

■寺社仏閣等の魅力向上

・祭礼、パワースポット、名刹巡りなど、魅力向上や情報発信に努めま

す。

第二次紫波町観 →走湯神社走を健康の聖地、パワースポットとするために、桑健康地蔵

光振興計画 （ぼけ除け地蔵、中風除け地蔵、ぽっくり地蔵）を建立し、健康祈願を

行います。また志和稲荷神社の中風よけ神社、盛岡市の犠祇陀寺のぽ

っくり地蔵と連携した健康長寿街道を設定し広域の観光ルートとしま

す。

■高齢化に対応した事業の推進

・高齢化を背景に健康づくりへの関心が高まっています。急激な高齢化

に対応するため、観光振興と合わせ高齢者も楽しめる地域環境づくり

を進めます

→宮沢賢治思惟の森、桑と健康の森を散策してリフレッシュできます。

また、山桑軒での桑を使った健康メニューの提供し健康志向に対応し

ます。

走湯神社で健康祈願、桑健康地蔵のお参りができます。

施策３ 観光資源と連携した特産品振興

→城山に整備する新の里山を観光資源にするとともに、桑と健康の森、

城山の周辺で栽培される桑を使った商品を開発し販売します。

桑商品の開発は「紫波桑商品開発コンソーシアム」を組織し、企業、

団体、個人と連携して商品を開発します。「紫波桑ブランド確立協議

会」設立しブランド確立を図ります。

施策４ 四季のイベント

■桜まつり

・城山公園の地元関係団体との協力の在り方を検討しながら、より自立

型のイベントになるよう、連携した取り組みを行います。

→地元団体が自立して開催していくためには財源の確保が必要です。

→新たな里山プロジェクトが実施されれれば、冬の馬搬見学会、春の森

遊びワークショップ、夏の桑のワークショップ、アゲハ観察会が開催

可能と思われます。
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７ プロジェクトの推進組織

◇これまで、城山桜祭や城山夏フェスを開催してきた「城山の四季イベント実行委員会」に加

えて「城山に新たな里山を創る会」を設立する。

◇新たな里山を創って維持していくためのボランティア組織を設立する。

◇桑商品開発のための（仮称）紫波桑商品開発コンソーシアムを立ち上げる。

城山かだる会

◇城山周辺のシニアで構成

◇地域の課題と解決方法、地域振興について自由にかだる

◇イベント開催や城山の整備についてかだるとともに支援

城山に新たな里山を創る会 城山の四季イベント実行委員会

城山新な里山創生プロジェクトの推進 ・城山桜祭開催

・新たな里山の整備 ・城山夏フェス開催

・新たな里山を使ったイベント開催 ・城山秋の散策会開催

・桑関連商品の開発

ボランティア組織

紫波桑商品開発コンソーシアム

・山林の伐採や森の植林をする。

・新たな里山を創る。 紫波桑ブランド確立協議会

・宮沢賢治花壇を作って管理する。
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８ 想定される関係者との連携
◇行政、企業、団体、個人と連携しながら、プロジェクトを実施し、シナジー効果を最大限に発
揮する。

◇企業、団体、行政等で「桑商品開発コンソーシアム」を設立し、町内の関係者が連携して桑商品を
開発する。開発した商品は仮称「紫波桑」ブランドで販売する。

＜城山新たな里山創生プロジェクトの推進にかかる関係者＞

企業・団体・個人名 主 な 連 携 内 容

(株)バイオコクーン ・プロジェクトの総合的な指導
・桑関係研究情報提供、桑商品開発指導、カイコセラピー指導

環境マイスター紫波 ・環境学習の森、子供の森、山椒とアゲハの森の整備支援
・自然観察会、環境学習会の開催

NPO紫波みらい研究所 ・新たな里山整備に関する支援、環境学習に関する支援
・企業の森助言、森林伐採協力

(株)ビューガーデン ・涙ぐむ目の花壇、南斜花壇設置支援

(株)更木ふるさと興社 ・桑加工品ＯＥＭ（地元で原料が確保できない期間、商品仕入販売）
・桑委託加工（原料確保後、桑茶、桑パウダーの加工を委託）

繭と糸の会 ・桑の見本園用穂木提供、桑栽培指導

走湯神社 ・桑健康地蔵建立（中風除け、ぼけ除け、ぽっくり等）

ハーブ 坂本守 ・桑のハーブティー開発指導、桑の葉エキス製造指導

焙茶工房しゃおしゃん ・桑茶の商品開発指導、焙煎技術指導、桑茶づくりの体験指導

遠野馬搬振興会 ・伐採した木材の搬出、馬搬技術･文化の継承

薪割りランド研究会 ・薪づくりのワークショップ（山林伐採、丸太搬出、薪割り）

志和稲荷神社 ・走湯神社への分社、宮沢賢治と桑の健康長寿街道
志和稲荷神社：中風除け神社の分社

祇陀寺 祇陀寺：ぽっくり地蔵の分社

マイムマイム奥州 ・飼料米発酵もろみ飼料供給、鶏糞堆肥供給、桑卵生産指導

＜紫波桑商品開発コンソーシアムにかかわる関係者＞

企業・団体・個人名 主 な 連 携 内 容

食の匠 ・地元食材・郷土食を生かした桑食品の開発
四つ葉のクローバー 米粉料理、ソバ、南部小麦、もち米等

小昼ハウス ・桑の和風スーツ開発・販売（桑餅、桑だんご）

(有)月輪酒造 ・マルベリージェラート、桑酒、マルベリーリキュール開発・販売

はちすずめ ・桑の洋風スイーツ開発・販売（ジャム、ケーキ、クッキー）

アリス ・桑洋風スイーツ開発・販売

ａｚｕｍａｎｅソーコ ・桑の洋風食品開発・販売（桑パスタ、桑カレー、桑ピザ）

稲藤第一農産加工組合 ・桑の和風食品開発・販売（桑ソバ、桑うどん、桑そうめん）

(有)浅沼養鶏場 ・桑卵開発･販売

はこやさん ・桑木工品の開発・販売（箸、スプーン、皿、お椀、数珠、杖等）

※現段階でのイメージで関係者の了解を得ているものではありません
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９ エリア別整備内容

（１）宮沢賢治「愛」のエリアの整備内容
城山公園頂上周辺を宮沢賢治と愛のエリアとして整備し、恋人の聖地や夫婦・家族の円満を

祈願する場所とする。

施 設 名 施 設 の 内 容

・岩手山、紫波三山、胡四王山がきれいに眺望できるように支障とな

っている木を伐採し展望台を設置する。

宮沢賢治展望台 ・展望台に宮沢賢治がその山について書いた山の作品を看板にして表

示する。

・展望台にインスタ映えする写真撮影場所を設置する。

写真の額縁枠、ハート枠

・愛の愛宕神社としてＰＲする。

愛の愛宕神社 ・鳥居にハート型の輪を作り、茅の輪神事を行う。

・幸せのケヤキの木にしめ縄と幸せの鐘を設置する。
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（２）「御蔵ガーデン」エリアの整備内容

◇桑の見本園で多様な品種を栽培し最適品種の選定を行うと共に、桑についての学習の場を提供

する。

◇桑食による健康増進を図るため、桑を活用した加工品の開発・販売や桑料理を提供する。

◇繭の新たな活用提案や桑、カイコ、繭を使った体験を行う。

◇桑を食べさせた鶏卵（桑卵）の生産販売を行う。

施設・商品等 主 な 内 容

・敷地面積 2000坪
既 存 御蔵ガーデン ・花木、宿根草、果樹、山菜等 600種類の植物

・城山公園北側の中腹に位置し、岩手山、盛岡市、紫波三山が眺

望できる。

・桑の機能性が高い品種（デオキシノジリマイシン）

桑の見本園 ・桑茶が美味しい品種（評価が高い品種）

・桑の実が甘い品種（ジャム、生食）

・鑑賞用品種（垂れ、雲龍、縮葉、黄色葉）

・事業拠点として「山桑軒」を設置する。

事務室、レストラン、物販、桑体験スペース

自然の中に一体化した建物（屋上緑化、桑植栽）

部屋の中は桑の木の根の中のイメージ

窓のガラスに銀河鉄道の絵を描き南昌山を透かしてみる

（南昌山は銀河鉄道の舞台）

新 設 ・桑を使用した商品の販売や桑を使った料理を提供する。

山 桑 軒 桑飲料：桑茶、粉茶、桑ジュース、桑酒

桑食料：桑粥、桑素麺、桑ソバ、桑パン､桑パスタ、桑カレー

桑スイーツ：桑ジャム、桑ジェラート、桑クッキー、

桑ケーキ、桑ゼリー、桑餅

・桑健康地蔵関連商品を販売する。

御札、御守、桑箸、桑スプーン、桑杖、桑の御神酒、桑線香

・冬虫夏草を販売し健康長寿、認知症予防に貢献する。

・桑の入浴材、繭の入浴剤、シルクパウダーを販売する。

・カイコの飼育、繭玉細工、桑茶焙煎、桑染めを体験する。

・桑をまぜた餌で鶏を飼育し桑卵を販売する。

桑 鶏 舎 ・桑卵は桑スイーツの原料にも活用する。

・資源循環：桑栽培→養鶏→鶏糞肥→桑栽培
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桑見本園設置要領

〇設置目的

桑の食用に適した品種や鑑賞用に適した品種の栽培実証及び増殖を行う。

見本園に植栽する桑は、穂木から挿し木で育苗し、育苗技術の習得を図る。

「城山新たな里山創生プロジェクト」の「桑と健康の森」に植栽する桑の苗は見本園の苗木を挿

し木で増殖して確保する。

城山周辺の遊休農地に桑園を整備する苗木は、見本園の苗木を挿し木で増殖して確保する。

〇植栽品種

※農業ふれあい公園の見本園では、植栽品種の 3 割程度枯死している状況であることから、上記候
補品種が枯死している場合には類似の品種で対応

※デオキシノジリマイシンが多い品種：きぬゆたか、鶴田、創輝、剣持は、別途確保

〇植栽本数

・50ｍ×２列 株間 50ｃｍ 植栽本数 200本
・仕立て方法 幹高 50ｃｍ 畝間 2.1ｍ
・施肥 Ｎ 5～ 6ｋｇ／ 10a ぼかし肥料で対応

〇挿し木による育苗

・穂木採取時期 4月上旬(4月 5日あるいは 12日） 採取後土中で保管

・挿し木時期 4月下旬
・挿し床はプランター 20本／箱 合計 20箱
・培土 赤玉、鹿沼土

・オキシベロン一晩浸漬

用途 品種特性 植栽候補品種名
①

植栽本数
②

活着率

③
挿し穂数
①÷②

④
枝数
③÷４本

改良鼠返 80 50% 160 40
あおばねずみ 70 50% 140 35
ラズベリー 6 50% 12 3
多胡早生 6 50% 12 3
大唐桑 6 50% 12 3
九曲桑 6 50% 12 3
枝垂国富 6 50% 12 3
雲龍 6 50% 12 3
赤鶏頭 6 50% 12 3
両面桑 6 50% 12 3
縮桑 6 50% 12 3

合計 204 408 102
※④は一枝から４本の挿し穂を取るとした場合の剪定枝数

桑茶
デオキシノジリマイ
シンが多い品種

生食用 実が大きい品種

鑑賞用
枝の形がおもしろい
品種
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（３）「御蔵坂」エリアの整備内容
◇御蔵坂の周辺にある走湯神社や御蔵ガーデンを関連させて頂上までの観光ルートとする。
◇現在荒廃している御蔵坂と両側の杉林を伐採し眺望を改善する。
◇伐採した跡地に宮沢賢治や健康、環境に関連する新たな森を作る。

施 設 名 施 設 の 内 容

＜既存＞
・源頼朝矢立の槻木（紫波町指定天然記念物）
・走湯舞台（高さ 7m、60㎡、岩手山を眺望、眼下に桜、紅葉）

走 湯 神 社 ・二日町鹿踊発祥の地、二日町鹿踊伝承館
＜新設＞
・桑健康地蔵建立（中風除け、ぼけ除け、ぽっくり、等）
・各祈願（御札、お守、桑の御神酒）
・桑製品販売（桑茶、冬虫夏草、桑箸、桑ｽﾌﾟｰﾝ、桑じゅず、桑杖）

＜既存＞ 御蔵ガーデン
・2000坪のファームガーデン（花木、宿根草、果樹、山菜）

御 蔵 ガーデン ・岩手山、紫波三山眺望
＜新設＞
・桑の見本園、山桑軒、南部藩ゆかりの茶園

＜作品の展示＞
・御蔵坂に宮沢賢治の作品の看板を立てて、散歩しながら宮沢賢治
の作品に親しむことができるようにする。

＜モニュメント＞
・伐採した木で宮沢賢治関係のモニュメントを作り御蔵坂に設置す

宮沢賢治思惟の森 る。（シグナル、電柱等・・・）
新 ＜花壇＞

・伐採し展望が開けた下の畑に宮沢賢治の「涙ぐむ目の花壇」を設
置する。（宮沢賢治の設計図を精密に再現）

・御蔵坂両側の斜面を利用し宮沢賢治の「南斜花壇」を設置する。
た ＜植物園＞

・御蔵坂の両側に宮沢賢治の作品に出てくる植物を植栽する。
ギンドロ並木、やまなしの森等

な 桑と健康の森 ・伐採跡地に桑を植栽し、桑茶の原料を生産する。
・桑の収穫体験やお茶づくりを体験する。

・自然観察や植物を使った遊びが体験出来る森をつくる。
里 環境学習の森 ・植物観察会、昆虫観察会（岩手の昆虫の 70%生息、ナナフシ）

・伐採した杉の枝をチップにして観察通路に敷く

・子供が植物を使って遊べる森を作る。
山 子供の森 草笛、葉のお面、やまぶきの鉄砲、竹とんぼ、竹馬、

ツリークライミング、ツリーハウス

山椒とアゲハの森 ・山椒を植栽しアゲハを観察できる森をつくる。
山椒→カラスアゲハ、ウマノスズカケクサ→ジャコウアゲハ

・山椒は、香辛料の原料として活用する。

香りの森 ・香木を植栽し香りを楽しめる森をつくる。
ロウバイ、チンチョウゲ、クロモジ、ヒイラギモクセイ

彩りの森 ・四季を通じて楽しめる花木を植える。
・上記の各森の整備と一体的に整備し彩り豊かな里山とする。
・既存のコブシ等の花木は伐採せず残す。
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桑健康地蔵設置要領
〇目的

桑が持つ健康機能をＰＲするため、科学的根拠がある機能性にもとづく地蔵を設置する。
健康長寿を願う人々のために安らぎの場として地蔵を設置する。
桑健康地蔵の参拝者に桑関連商品を販売する。

〇設置する地蔵と科学的根拠

地 蔵 名 桑が持つ健康機能性の科学的根拠

① ぽっくり地蔵 ・桑が持つ健康機能性を活用しながら健康に過ごし天寿を全うする。
・桑の葉や桑枝条のエタノール抽出物には寿命延伸効果がある。

② 中風除け地蔵 ＜高血圧抑制効果＞
・桑葉や桑根皮に高血圧を抑制する抗酸化物質が含まれている。

③ ぼけ除け地蔵 ＜脳機能改善効果＞
・桑葉に脳機能を回復するデオキシノジリマイシンが含まれている。
★カイコのサナギから作った冬虫夏草に認知症を改善する物質が含
まれている。

＜抗アミロイド形成活性効果（アルツハイマー予防効果）＞
・桑の葉や実にアルツハイマーの原因の一つになβアミロイドの形
成を抑制する物質が含まれている。
桑葉：アストラガリン、マロニルグルコシド
桑実：レスベラトロール、アントシアニン

④ 糖尿除け地蔵 ＜血糖値上昇抑制効果＞
・桑葉に血糖値を下げるデオキシノジリマイシンとフラボノールグ
ルコシドが含まれている。

⑤ がん除け地蔵 ＜ガン転移抑制効果＞
・桑の実にがんの転移を抑制するアントシアニンンが含まれている。

⑥ 血液さらさら地蔵 ＜動脈硬化抑制作用＞
・桑葉に動脈硬化を抑制するケルセチン 3（Ｑ３ＭＧ）が含まれて
いる。

⑦ 肝機能強化地蔵 ＜中性脂肪・コレステロール低下効果、肝機能改善効果＞
・桑の葉エキスに上記効果を発現される抗酸化物質が含まれている。

⑧ ダイエット地蔵 ＜ダイエット効果＞
・桑の葉に肝臓の脂肪蓄積や血糖の上昇を抑えるデオキシリジリマ
イシンが含まれている。

⑨ 美白地蔵 ＜美白効果＞
・桑根皮にメラニンの形成を抑制するチロシナーゼ阻害物質が含ま
れている。

⑩ 快便地蔵 ＜便通改善効果＞
・桑の葉に便通を改善する食物繊維が含まれている。

〇ご神体：ご神体は桑の木、ご神体のデザインは身代わりになってくれるようなデザイン

〇設置場所：紫波町走湯神社境内

〇設置方法：建設委員会を設置し、賛同者から寄付を集めて建立
ぽっくり地蔵は祇陀寺、中風除け地蔵は志和稲荷神社から分社

〇年次計画：初年度にぽっくり地蔵、中風除け地蔵、ぼけ除け地蔵の３体を建立
残りの地蔵は、見学者の反応を見ながら、4か年計画で順次建立
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１０ 桑商品による紫波ブランドの構築

古くから桑は健康に良いとされ、桑茶などに利用されてきた。近年桑の持つ健康機能性が科学

的に明らかになるにつれ健康食品として多くの商品が販売されている。

こうした中で新たに桑関連商品を販売するためには、緻密な商品戦略とブランド確立戦略が必

要である。

（１）商品開発戦略検討

開発する商品のマーケティング戦略構築のため、先行して販売している桑関連商品を購

入し以下の調査を行う。

① Product（製品）：デザイン、包装単位、味覚、色、香、食感、使い勝手

② Price（価格）：販売価格帯

③ Place（流通）：販売方法（ネット販売、卸売流通）

④ Promotion（プロモーション）：商品のＰＲポイント、広告方法、イベント

比較試験は、広く一般からパネラーを募集して実施する。

※地域づくり活動補助金スタートアップ申請

（２）桑茶をスタートにする商品開発
商品開発の最も基本になるのはいかに美味しい桑茶を作るかである。このため市販して

いる桑茶の比較試験を行い、目指すべき美味しい桑茶を明らかにする。

美味しい桑茶が開発できれば、桑茶としての競争力がつくとともに、桑茶をパウダーに

して混ぜれば、美味しいスイーツ、美味しい桑加工食品の開発につながる。

桑茶比較項目
製造者 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

銘柄

価格

包装単位

パッケージデザイン

訴求ポイント

飲み方

葉の形状

葉の色

葉の香り

煮出し時間

桑茶の色

桑茶の香り

桑茶の旨味

総合評価

特記事項
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（３）コンソーシアムを設立し商品開発

以下の桑商品開発体系に関連する連携先と（仮称）紫波桑商品開発コンソーシアムを組ん

で開発する。試作品を「紫波桑フェア」を開催してテスト販売し消費者の反応を確認する。

※地域づくり活動補助金ステップアップ申請

（４）協議会を設立しブランド力向上

消費者に受け入れられる商品が開発された段階で（仮称）紫波桑商品開発コンソーシアム

の構成員で（仮称）「紫波桑ブランド確立協議会」を設立する。

・販路拡大のための広告

事業内容 ・販売促進のための（仮称）紫波桑フェア開催

・商品改良研修

事業資金 ・紫波桑ブランド商品の販売金額の一部を協賛金として徴収

桑商品開発体系
使用部位 加工方法 分　　類 商　　　　品　　　　名 連　　　携

桑茶 焙茶房　しゃおしゃん
桑ジュース（青汁）
桑の葉エキス ハーブ研究家　坂本守

アルコール漬け リキュール 桑酒 (有)月の輪
飲料 桑粉茶 更木ふるさと興社
洋風スイーツ 桑クッキー、桑ケーキ、桑パン はちすずめ
和風スイーツ 桑餅、桑だんご、桑大福 小昼ハウス
和風食品 桑そば、桑うどん 稲藤第一農産加工組合
洋風料理 桑パスタ、桑カレー azumaneｿｰｺ
ジェラート 桑ソフト (有)月の輪

飼料 鶏卵 桑たまご (有)浅沼養鶏場
ジャム マルベリージャム、ゼリー はちすずめ
ジェラート マルベリーソフト (有)月の輪

アルコール漬け リキュール マルベリー酒 (有)月の輪
食器 桑箸、桑スプーン、桑皿、桑椀 はこやさん
装飾品 桑お守り、桑じゅず、桑杖 はこやさん
家具 桑テーブル、桑タンス はこやさん

桑の根皮 粉砕

飲料

桑の実

桑の木

パウダー

ジャム

木材加工

乾燥

桑の葉
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１１ 四季を通じたイベントの充実

（１）既存のイベント

◇城山桜まつり実行委員会として季節毎に以下のイベントを開催してきた。
◇各イベントも継続して実施してきたことにより、紫波町を始め盛岡市から花巻市まで浸透してき
ている。

◇城山公園の恵まれた自然環境、由緒ある歴史、360 度見渡せる景観と相まってイベント参加者か
ら好評を得ている。

◇城山公園北側の民有地に新たな里山を整備することにより、既存のイベントへの集客拡大と城山
公園そのものの情報発信力が強化され観光客の増加につながる。

名 称 内 容 事 業 主 体

・桜まつりオープニングセレモニー
城山桜まつり ・郷土芸能、コンサート 城山まつり実行委員会

・フリーマーケット

・音楽祭
城山夏フェス ・フリーマーケット 夏フェス実行委員会

・ミュージシャンを育てるイベントとして情
報発信

・城山歴史散策会
秋の城山散策会 ・紫波町の歴史に深くかかわる城山の歴史を 城山散策実行委員会

広く町民にＰＲ

★各イベントはそれぞれ実行委員会を組織し自立的に行われている。

（２）新たな里山整備後に想定されるイベント＞

◇新たな里山を整備することにより、以下の見学会、学習会、ワークショップが開催可能と考え
られる。

名 称 内 容

山林伐採時 ・杉林伐採時に遠野馬搬振興会の搬出状況を見学する。
馬搬見学会 ・人と馬との協働、究極のエコ

宮沢賢治思惟の森 ・宮沢賢治の作品に出てくる植物を実際に見ながら作品につ
宮沢賢治の植物観察会 いて理解を深める。
モニュメント作成ワーク ・伐採した木を使って宮沢賢治の作品に出てくる、シグナル、
ショップ 電柱などを作成してみる。

桑と健康の森 ・桑の栽培管理を体験してみる。
桑のワークショップ ・桑を収穫し桑茶（蒸す、揉捻、焙煎）を作る。

環境学習の森 ・城山公園に自生している植物や生息している昆虫を観察し
城山植物観察会 て環境に理解を深める。
城山昆虫観察会

子供の森 ・植物を使った遊びを体験
森遊びワークショップ ・草笛、葉のお面、竹とんぼ、山吹鉄砲、竹馬、ツリークラ

イミング、ツリーハウス

山椒とアゲハの森 ・山椒を餌とするカラスアゲハ、ウマノスズカケクサを餌と
アゲハの生態学習会 するジャコウアゲハを観察しながらアゲハの生態について

学習する
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１２ 当面のスケジュール

項 目 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年

推進主体設立 設立 協賛募集 協賛募集 協賛募集 協賛募集 協賛募集

プロジェクトの浸透 ｼﾝﾎﾟｼﾞｭｰﾑ ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

会員ｽｷﾙｱｯﾌﾟ ｺﾝｿｰｼｱﾑ ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ確立 紫波桑ﾌｪｱ 紫波桑ﾌｪｱ 紫波桑ﾌｪｱ
桑関連商品開発 商品分析 設立 協議会 新商品開発 新商品開発 新商品開発

試作品開発 紫波桑ﾌｪｱ

＜宮沢賢治愛のｴﾘｱ＞ 場所特定 町の承認 伐採、設置
宮沢賢治展望台

愛宕神社 愛聖地整備

＜御蔵ガーデンｴﾘｱ＞ 4月挿し木 栽培管理 苗木増殖 苗木増殖 苗木増殖 苗木増殖
桑見本園 苗木増殖

南部藩ゆかりの茶園 4月植栽 栽培管理 栽培管理 収穫・製茶 収穫・製茶 収穫・製茶

山桑軒 詳細設計 資金調達 建設ＤＩＹ 開業 販売促進 販売促進

桑体験ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開発 開発・試行 体験開始 桑体験 桑体験

桑卵生産 飼育試験 鶏舎建設 生産販売

＜御蔵坂エリア＞ 活用事業 事業申請 事業申請 事業申請 事業申請
杉の伐採 検討 伐採 伐採 伐採 活動

宮沢賢治椎の森 詳細設計 ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ
宮沢賢治ﾓﾆｭﾒﾝﾄ 作品設置 作品設置 作品設置 作品設置

宮沢賢治花壇 詳細設計 ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ
涙ぐむ目 南斜花壇 南斜花壇

宮沢賢治植物園 概念設計 詳細設計 苗木生産 植栽 植栽 植栽

桑と健康の森 詳細設計 杉伐採 桑植栽 栽培管理 収穫 収穫体験
苗木育苗

環境学習の森 概念設計 詳細設計 観察路整備 観察会開催 観察会開催 観察会開催

子供の森 概念設計 詳細設計 遊ぶ広場 遊ぶ植物 ﾂﾘｰｸﾗｲﾐﾝｸﾞ ﾂﾘｰﾊｳｽ
整備 植栽 整備 整備

山椒とアゲハの森 詳細設計 観察路整備 山椒植栽
香りの森 香木植栽

桑健康地蔵建立 分社合意 建立委員会 ３体建立 ３体建立 ３体建立 １体建立
（ﾎﾟｯｸﾘ、中風、ぼけ） 設置 竣工式典 竣工式典 竣工式典 竣工式典

城山公園周辺の果樹園 意向調査 先進地視察 桑植栽
跡地への桑の植栽 苗木生産
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１３ 活用可能性のある事業

事 業 名 助成対象経費と助成金上限

県民参加の森づくり促進事業 外部専門家等への賃金、報償費、旅費 需用費、役務費、委

１ 森林を作る活動 託料、使用料・賃借料、原材料費、備品購入費

（１）森林整備活動 定額、100万円以内
３ 森林を学び生かす活動 ※公益林及び事業実施後 1 年以内に公益林となることが見

込まれること

緑の募金助成 行動費（ボランティアの宿泊、交通費、保険）

一般公募事業 環境整備費（作業道、大径木伐採の委託費）

森林整備・緑化推進 資材費（機械･器具費、苗木代、支柱）

資材運搬費、指導者謝金、事務費（人件費、事務用品）

定額 200万円以内

セブンイレブン環境市民活動助成 備品費、消耗品費、広告費、ボランティア保険料

山の森・海の森づくり助成 定額 上限 30万円

セブンイレブン環境市民活動助成 苗木・植花代

緑化植花助成 備品（鎌、スコップ、移植ごて、刈り払い機、ポンプ）

消耗品（混合ガソリン、替刃）

紫波町地域づくり活動補助金 団体組織立ち上げ、強化に要する費用

スタートアップ補助金 新規事業にかかる経費

報償費、旅費交通費、食糧費、印刷製本費、消耗品費、役

務費、委託費、会場使用料

10/10 上限 10万円 1団体 1回限り

紫波町地域づくり活動補助金 継続的に行われている事業の拡大に要する費用

ステップアップ補助金 新規事業にかかる経費

報償費、旅費交通費、食糧費、印刷製本費、消耗品費、役

務費、委託費、会場使用料

2/3以内 上限 30万円 １事業１回限り

コミュニティー助成事業 ソフト事業の実施に要する経費

活力ある地域づくり助成事業 ソフト事業総額 200万円
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１４ 年次別事業活用計画

年 活 用 事 業 事 業 内 容

紫波町地域づくり活動補助金 ・運営主体の確立

スタートアップ ・スキルアップ研修会（桑見本園用苗育）

・先進地視察研修

（北上市 更木ふるさと興社、一関市 いわて大東屋）

・シンポジューム開催

１年目 基調講演：桑と健康について

㈱バイオコクーン 所長 鈴木幸一

映画上映：わが心の銀河鉄道

報告：紫波町と宮沢賢治について 瀬川 勲

報告：城山の環境学習について 佐藤喜一

報告：城山新たな里山づくりプロジェクトについて

会長 小川勝弘

・桑関連商品市場分析

パネラーを公募し桑関連商品の比較試験実施

紫波町地域づくり活動補助金 ・仮称「紫波桑コンソーシアム」を組織し、紫波町内

ステップアップ の企業、団体、個人と連携しながら桑関連の食品や

木工品を開発

県民参加の森づくり促進事業 ・杉林の伐採

１ 森林を作る活動

２年目 （１）森林整備活動

あるいは

緑の募金助成

一般公募事業

森林整備・緑化推進

コミュニティー助成事業 ・イベントで使う舞台、音響、テント、発電機整備

活力ある地域づくり助成事業

・杉林の伐採

３年目 同上 ・宮沢賢治思惟の森植樹

・環境学習の森整備、観察用小径設置

・杉林の伐採

４年目 同上 ・宮沢賢治モニュメント制作設置（伐採木材加工）

・宮沢賢治詩看板設置（伐採木材加工）

・桑と健康の森設置（桑植栽）

同上 ・山椒とアゲハの森整備（山椒植栽）

５～６

年目 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ環境市民活動助成 ・宮沢賢治花壇設置（涙ぐむ目、南斜花壇）

緑化植花助成
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１５ 城山に新たな里山を創る会会則

第１章 総則

（名称）

第１条 本会は、城山に新たな里山を創る会（以下「本会」という。）と称する。

（事務所）

第２条 本会の事務所は、紫波町二日町字向山１５２に置く。

（目的)

第３条 本会は、紫波町城山公園の北側にある荒廃した山林を新たな里山として整備し、里山を使っ

て宮沢賢治の精神の学習、環境学習を実施するとともに、桑を使った加工品の開発により農業

の６次産業化を進め、地域の遊休農地の有効活用を図ることを目的とする。

（新たな里山とは、宮沢賢治思惟の森、桑と健康の森、こどもの森、環境学習の森、山椒と

アゲハの森、香りの森等の多面的機能を持つ里山のことをいう）

（事業内容）

第４条 本会は、第３条の目的を達成するために、次の事業を行う。

（１）新たな里山整備に関する調査研究

（２）新たな里山の整備にかかる事業

（３）新たな里山を使った研修会開催

（４）桑を活用した加工食品や木材加工品の開発

（５）その他、目的達成に必要な活動

（会員）

第５条 本会の会員は、会の目的に賛同し、会で認証され、会費を納めたものが会員となる。

（１）正会員は、本会の目的に賛同し、入会登録を行ったものとする。

（２）賛助会員は、この会の事業を賛助するために入会登録を行った者とする。

第２章 役員

（役員の種類）

第６条 本会に次の役員を置く。

（１）会長 １名

（２）副会長 １名

（３）事務局長 １名

（４）監事 １名

２ 前項の役員は総会において選任する。

（役員の職務）

第７条 会長は会を代表して会務を総括する。

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときの職務を代理する。

３ 事務局長は、本会の事務全般及び会計を担当する。

４ 監事は、本会の業務及び会計事務を監査する。
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(役員の任期）

第８条 役員の任期は２年とする。ただし再任を妨げない。補欠により選出された役員は、前任者の

残任期間とする。

第３章 総会

（総会の種別）

第９条 総会は定期総会及び臨時総会とする。

２ 定期総会は毎年５月に開催する。

３ 臨時総会は、会長が必要と認めるとき、全会員の２分の１以上から会議の目的たる事項を

示して請求があったときに召集することができる。

（総会の召集）

第 10条 総会は、会長が召集する。

２ 総会を招集するときは、会員に対し、会議の目的及びその内容並びに日時及び場所を示し

て開会の７日前までに通知しなければない。

（総会の審議）

第 11条 総会は、会長が議長となり、次に掲げる事項を審議し、議決する。

（１）事業計画、事業報告に関する事項

（２）予算、決算に関する事項

（３）会費の徴収に関する事項

（４）役員の選任及び解任に関する事項

（５）会則等の改正に関する事項

（６）その他重要事項

（総会の定足数）

第 12 条 総会は、正会員をもって構成し、正会員の過半数の出席がなければ開くことが出来ない。

ただし委任状を提出した正会員は、出席者としてみなすものとする。

（総会の議決）

第 13 条 総会の議事は、出席者会員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところ

による。

（総会の議事録）

第 14条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければない。

（１）日時及び場所

（２）会員の現在数及び出席者数（委任状を提出した会員も含む。）

（３）開催目的、審議事項及び議決事項

（４）議事の経過の概要及びその結果

（５）議事録署名人の選任に関する事項

２ 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人１名以上の署名押印をしなけ

ればならない。

第４章 役員会

（役員会の構成）

第 15条 会の中に役員会を置く。

２ 役員会は第６条で定める役員（ただし、監事を除く。）をもって構成する。
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（役員会の招集）

第 16条 役員会は必要に応じて会長が召集する。

（役員会の審議事項）

第 17条 役員会は、会長が議長となり、次に掲げる事項を審議し、議決する。

（１）総会に付議すべき事項

（２）総会において議決された事項の執行に関する事項

（３）その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

第５章 会計

(経費)

第 18条 会の経費は、会費、協賛、寄付、補助金等をもって充てる。

（会費）

第 19 条 会員は、会費を本会が指定する方法により納入するものとする。会費の金額と納入方法は

毎年度総会で議決する。

（事業年度及び会計年度）

第 20条 会の事業年度及び会計年度は、毎年 4月１日に始まり、翌年 3月 31日に終わる。

（会計監査）

第 21条 会計の監査は随時これをすることができる。

（会計報告）

第 22条 収支計算書と財産目録を作成し、これを年 1回総会で報告し承認を得る。

（委任）

第 23条 この会則に定めるもののほか必要な事項は､総会の議決を経て、会長が別に定める。

付則

この会則は、平成 31年 2月 22日から施行する。
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１６ 夫婦桑巨木の測定状況

＜夫婦桑の遠景＞

＜夫婦桑の近景＞



- 29 -

＜測定状況 大は幹周り３．４ｍ＞
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＜小は幹周り１．９ｍ＞
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＜樹高は約１３ｍ＞


