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Recently in Japan, intercultural policies that help to enhance communication between immigrants/refugees and local 
society are required, because of internal globalization. Focusing on a project in Germany called the intercultural garden 
(IG), which aims to integrate immigrants/refugees into local society, this paper reveals the status and social backgrounds 
of the establishment of the IG to consider its application in Japan. The results show that the IG originated as a grassroots 
activity by locals, and then eventually expanded across Germany through the efforts of the supporting organization. 
Our case study in Hanover indicated that IGs play a role as places for intercultural integration, but face the problem of 
a lack of participation by local Germans. It is also suggested that the role of the supporting organization and 
incentivizing the participation of local people are important when introducing IGs to Japan.  
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1．背景と目的 

 近年，国内の在留外国人数は増加傾向にあり 1)，日本人と文化

的・社会的背景が異なる外国人が接触する機会が増加してい

る．加えて労働力としての外国人の流入 2)3)もあり，多文化共生

社会の構築が求められている． 

 総務省が発表した多文化共生の推進に関する研究会報告書 4)で

は，日本における外国人を取り巻く課題として「言語」，「文化

や慣習などの違い」，「日本社会の仕組みや地域に関わる情報の

不足」，「地域社会との交流不足に起因する孤立」の4つを挙げ

ている．一方，現在日本で行われている多文化共生策は，上記4

つの課題のうちの前者3つに対応するものが多い 5)．日本人の異

文化交流に対する意識を研究した社会心理学分野の研究 6)7)8)で

は，交流促進のためには，日本人と外国人が日常的に接触でき

る空間が存在することが望ましいとされている．このことか

ら，外国人の地域社会からの孤立を防ぐためには，日常的な交

流を創発する空間が重要と考えられる． 

	 移民数1,711万人，国民に占める移民割合約20%かつ，多くの

難民も受け入れているドイツでは「多文化共生ガーデン」

（Intercultural Garden．以下，IG）というコミュニティガーデン

（以下，CG）活動が行なわれている．IGの目的は，移民・難民

の社会的包摂の場となることであり，その手段として，ガーデ

ニングという言葉や技術に頼らないコミュニケーションが活用

されている．種や苗の譲り合い，道具の貸し借り，そして収穫

された農作物を使った料理の共有などを通じて，利用者同士の

関係を深めていくことが，IGの意図するところである．ドイツ

と日本は米国等の移民国と比べ，比較的単一民族で構成された

国への外国人の流入という共通する社会構造を有している．そ

のため，多文化共生社会の構築が求められるわが国にとって，

IGの取り組みは示唆に富む事例と考えられる． 

CGが一般的であるとはいえないわが国に対しては，IGの取

り組みが，どのように運営され 9)，またどのような方法で目的で

ある多文化共生を実現しようとしているのかといった運営の方

法論を明らかにすることの意義は大きい．しかし，そうした方

法論を形式的な導入にとどまらせないためには，IGがどのよう

な経緯で生まれ，なぜドイツ社会に定着したのかを十分に理解

する必要がある． 

	 そこで本報告では，IGの取り組み実態を把握したうえで，そう

した取り組みがいかにして生まれ，ドイツ社会に定着したのかを，

ドイツの社会背景を踏まえて考察する． 

	 関連する既存研究には，体系的な論文レビューからCGの機能

として異文化理解を挙げたGuitart et al．10)や，移民との交流を目

的としたイスラエルのCGの事例を報告した Filkobski et al．11)が

あるが，ドイツのIGの運営方法等についての報告は見られない． 

 

2．研究方法 

2-1．対象地区 

	 調査対象地区として，ドイツ・ハノーファー市にあるザール

カンプ地区を選定した．同地区は，人口1万3,880人（2014年）

を有し，ハノーファー中央駅から7kmほど北に位置する．同地

区では1950～60年代に家族向け住宅の建設が急速に進み，現在

も多くの住宅地が存在する．地区の移民割合は36%と全国平均

の19.5%と比べて高くなっていること，また，ドイツ政府が，困

難に直面する地区の住環境をハード・ソフト面ともに改善する

「社会都市プログラム (1)」に指定されている地区であることか

ら，比較的社会階層が低い人たちが集住し，かつ，コミュニテ

ィ内のつながりが希薄な地区であると考えられる． 

2-2．調査対象組織（表-1） 

	 IGは，現場でガーデンを運営する「ガーデン組織」と，それ

を支援する「支援組織」という階層の異なる組織の連携によっ

て成立している．本研究では支援組織としてanstiftung，ハノー
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ファー市で活動するガーデン組織として，Internationale Statdteil 

Garten Hannover e.V. （ISG）を調査対象とした． 

1） anstiftung12) 

	 anstiftungは1992年，「資本主義的生産を主とする社会へのア

ンチテーゼ」として発足した，自給自足の生活や持続可能な生

産を研究する財団法人である．勤務形態の異なる11人で構成さ

れており，ドイツ全国にわたってプロジェクトの資金的・技術

的支援や，プロジェクト同士のネットワーク作りを行ってい

る．anstiftungが支援するプロジェクトには IGやCGといったア

ーバンガーデニング活動や，壊れたものを持ち込んでDIYで修

理する「リペアーカフェ」，空き地で道具を貸し出し，人々に自

由な制作の場を提供する「オープンラボ」の運営等がある． 

2） Internationale Statdteil Garten Hannover e.V. （ISG） 13)	  

	 ISGは移民とドイツ人双方の安らぎの場の創生を目的として

2007年に設立された社団法人であり，ハノーファー市で IGを運

営するガーデン組織に位置付けられる．ISGが管理するガーデン

は市内に7箇所存在する．具体的な調査対象事例として，日常

的な利用があること，利用者同士の交流があることを条件と

し，ザールカンプ地区のガーデンであるSpessartgartenと

Steigerwaldgartenを選定した．  

2-3．調査方法 

	 2016年8月8日～9月12日にドイツに滞在し，関係者へのイ

ンタビューと参与観察を行った．IGの取り組み実態を整理する

視点として，IGの成立経緯と運営体制，多文化共生ノウハウ，

空間利用，利用者への影響の4点を設け，調査を実施した（表-

2）．その他ウェブや文献を用いて補完的に情報を収集した．  

①	 半構造化インタビュー 

IGの成立経緯と運営体制及び多文化共生実現のためのノ

ウハウを把握することを目的として，anstiftungスタッフ

Crista Müller氏，ISG代表Eberhard Irion氏，IGに詳しい研

究者であるMartin Sondermann氏を対象に，各60〜90分の

インタビューを行った． 

②	 構造化インタビュー 

	 実際のガーデンにおける個人の活動状況を把握すること

を目的として，SpessartgartenとSteigerwaldgartenのガーデン

利用者計11名を対象に，個人属性，利用頻度，利用目的，

野菜の収穫量などを尋ねた．調査はドイツ語もしくは英語

で作成された質問紙を用いて行った． 

③	 インフォーマルインタビュー 

構造化インタビューの対象者と同じ11名の利用者に対

し，ガーデンでの個人の活動状況やガーデンが利用者に与

えた影響を把握することを目的として，実際に1か月間ガ

ーデンの日々の管理活動に参加し，利用者と共同作業を行

いながら，利用者同士の交流の実態や，ガーデンに対する

想いを聞いた． 

 

 

【表-1】 調査対象組織 

名称 anstiftung Internationale Statdteil Garten 
Hannover e.V. (ISG) 

概要 ガーデン組織をサポート

する支援組織（財団） 
ハノーファーの 

ガーデン組織（社団法人） 

規模 全国約250のガーデン 
を支援 

市内7ガーデンを運営 

活動目的 自給自足，持続可能性を

テーマに研究し，日常に

応用するための方法論を

実践を通じて開発する 

移民難民・ドイツ人双方に 
とっての安らぎの場の創生 

スタッフ 11人 1人 

 

【表-2】インタビュー調査概要 

対象

者 

Crista Müller 
(anstiftung) 

Eberhard 
Irion 

(ISG 代表) 

Martin 
Sondermann 

(研究者) 

ガーデン利用

者 
（11 人） 

日時 2016/9/12 
20:00-21:30 

 @ﾐｭﾝﾍﾝ 

2016/8/18, 25 
10:00-11:30, 
13:00-14:00 
@ﾊﾉｰﾌｧ  ー

2016/8/24 
11:30-12:30, 

@ﾊﾉｰﾌｧ  ー

2016/ 
8/18-9/10 

@Spessartgarten, 

Steigerwaldgarten 

 

方法 半構造化 半構造化 半構造化 構造化 

インフォーマル 

目的 支援組織の 

活動把握 

ガーデン 

組織の 

活動把握 

IG の社会的 

位置付けの 

把握 

利用実態把握 

【図-1】IGの運営体制 

3．結果 

3-1．成立の経緯と体制 

1） IGの運営体制 

	 インタビュー調査の結果，IG運営における組織の連携は図-1

のように行われていることが明らかとなった．各地のガーデン

の直接的な運営は，その地のガーデン組織が担い，支援組織は

各ガーデン組織に対し様々な支援（後述）を行っている．ま

た，ISGのように市と連携している事例もある．以下では，組織

ごとに具体的な活動内容を記す． 

2） anstiftung 

	 anstiftungによる IG支援活動は1996年にゲッティンゲンで始
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まった．当時，難民支援を行っていた地域の教会や移民支援組

織に対して，ボスニアからの戦争難民女性が欲したものがガー

デンであったことがanstiftungによる支援活動誕生のきっかけで

あった．これを受けた難民背景を持つ2名のanstiftungスタッフ

が，最初の IGを設立した．ガーデン活動は「食」と密接に関連

し，食は，食べる，交換するといった誰もが参加・共有できる

もので，かつ，言語に依存しないコミュニケーションを可能に

することから，IGのコンセプトはゲッティンゲンの住民に受け

入れられた．その後この2人のスタッフが全国各地で IGに関す

る講演を行い，活動を広めていった． 
	 anstiftungによる IG支援活動は，知識・情報サポートと金銭サ

ポートの2種類に大別される．支援の対象となるのはガーデンを
運営している，もしくはこれから立ち上げる人々（後にガーデン

組織となることが想定される人々）である． 

知識・情報サポートとしては，ウェブサイト上でのガーデン設

立および運営方法の紹介と直接的な支援を行っている．具体的に

は，自治体との契約の結び方，公共事業体化のための手続き手法

など，組織の運営に関わるものと，水の入手方法などガーデニン

グに関わるもの，そしてフェンスの必要性や難民との接し方，メ

ディア対応の方法といった蓄積された実践的な知見を公開し，さ

らに，これらに関する電話相談，出張コンサルティングを行って

いる．被支援者がこれら知識・情報面での支援を受けるにあたっ

ての条件は特にない． 
金銭サポートとしては，anstiftungは，公共事業体として州に認

定されている組織に限りプロジェクト単位で資金の拠出を行っ

ている．これまでに支援を受けているガーデンは約250ある．支
援額はプロジェクトあたり1,000〜5,000ユーロであり，具体的な

金額は anstiftung スタッフによるプロジェクト計画書の評価によ
り決定される． 

その他の支援として，ミーティングの開催による地域ごとのガ

ーデン組織間のネットワーク作り，ウェブ上のガーデンマップデ

ータベースへの登録と公開がある（図-2）．2017 年 8 月現在，

anstiftungが公開するガーデンマップには，CG，IG全て含めて625

のガーデンが登録されている． 
	 なお，anstiftungによる支援活動の資金は，その活動理念に共感

したVorwerk社のオーナーの寄付によるもので，anstiftungが設立
された1982年より毎年100万4000ユーロが受給されている． 

3） ISG 

	 ISGの組織運営は代表の Irion氏により1人で行われている．

実際の管理活動には，ISGが管理する市内7箇所のガーデンにお

いて延べ約300人が関わっている． 

	 ISGは，ガーデン運営に関して，利用者の自主的な活動により

場が作られることを基本方針とし，自らはそれを支援すること

としている．すなわち，ISGはガーデン活動を専ら行うのではな

く，利用者の求めに応じて，備品や消耗品の購入，ガーデン活

動に関する買い物の際の車出し，ガーデニングに関する知識

的・技術的な支援を行う．ガーデン利用者が ISGの支援を受け

やすくする工夫のひとつとして，利用者に少額の利用料を課し 

【図-2】anstiftungのガーデンマップ 12)  

※拡大することで詳細な位置を参照可能 

【図-3】ハノーファーガーデンマップ13) 

ている．利用者は，ISGに対し，年間30ユーロの利用料を払う

ことで，遠慮なく支援を受けやすい環境が作られている． 

	 ISGは，活動の立ち上げ時において，anstiftungからの資金援

助を受けた．現在は，市からの資金援助を受けている．市から

援助を受けて IGが運営されている仕組みは「ハノーファーシス

テム」と名付けられ，IG活動に市が資金提供を行う事例として

は国内初であり，シュツットガルト，ミュンヘンなどの他都市

で参考とされている． 

	 ISGは市内のガーデン組織間のネットワーク作りも積極的に行

っている．Irion氏はハノーファー市内のガーデン組織間の情報

共有を目的として，約15組織で構成されるガーデンネットワー

クを設立した．このネットワークを利用して，問題の共有，共

同プロジェクトの検討，相互的なサポート方法の検討を行うミ

ーティングを年3回ほどのペースで実施している．ハノーファ

ー市内のガーデン組織が管理するガーデンが一覧できる地図

「ハノーファーガーデンマップ」はこのネットワークが生んだ

成果のひとつである（図-3）．anstiftungは，これらの活動に対し

ても，組織間の仲介や書類作成の面において支援を行ってい

る． 
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3-2．多文化共生ノウハウ 

1） anstiftung 

	 上述のとおり，anstiftungはこれまでの現場経験から得た運営ノ

ウハウをウェブ上でマニュアルとして公開しているが，多文化共

生のための工夫もそこに盛り込まれている．例えば，ガーデンの

区画割りについて，1箇所のガーデンに利用者が30人いる時，10

カ国籍以上が混ざるようにガーデンの区画割りを行う，というこ

とが挙げられている．またその際は，各利用者が自分の区画を持

つことが大切であるとも述べられている． 

	 また，どのように難民にガーデンの存在を周知させるか，そし

てどのように彼らをガーデン活動に引き込むかといった難民と

の接し方や，難民たちのミーティングへの参加の難しさなど，実

際に現場で起こったことをフィードバックとして公開している． 

	 こうしたノウハウをウェブ上で公開すると同時に，前述した電

話相談や出張コンサルティングも行っており，個々の事例に沿っ

たアドバイスを提供している． 

2） ISG 

ISGはガーデンの多文化共生を実現するための具体的工夫とし

て，「各国から2家族まで」と「近隣地区からの利用者の混在」

を設定している．これは，基本的に1つのガーデンにつき，同

じ国からの出身者が2人（2区画）を超えないように設定する

が，その地区の特性上，特定の国の利用者に偏ってしまう場合

には，近隣地区に住んでいる人にも区画を持つことを認め，ガ

ーデンを多文化化するというものである．実際にザールカンプ

地区では中東出身の移民が多いため，隣のリスター地区に住む

ペルー人にも区画を提供していた例が見られた． 

	 ISGと利用者，また利用者間の調整役として，ガーデンスピー

カーと呼ばれる3人の利用者代表による委員会がある．彼らは

利用者の中から選挙で選ばれ（任期1年），現場の問題に対処す

る役目を担っている．これにより，移民・難民の立場から，ISG

による多文化共生策の評価や問題等を円滑に伝えることができ

たり，利用者同士での問題解決が促進できたりしている． 

3-3．空間利用 

	 調査対象とした2つのガーデンは，それぞれ個人区画13区画

と交流ゾーン，そして水タンク，物置，かまど，テント，コン

ポストなどのガーデン設備からなる（図-4, 5, 6, 7）．敷地面積は

Spessartgartenが1,700 m2，Steigerwaldgartenが2,100 m2である．2

つのガーデンは，いずれも集合住宅の半地下駐車場の屋上を利

用しており，土地の所有者は集合住宅を所有する不動産管理会

社である． 

この場所においてガーデンが開設されたのは，周辺住民から

の要望に ISGが対応し，不動産会社がそれを許可したためであ

る．具体的な経緯を記すと，以下のようになる．①ガーデン開

設前，ザールカンプ地区では，公共の場所で野菜の栽培が法律

上禁止されていたことに加え，半地下駐車場の屋上が未利用地

で景観が悪いという周辺住民の不満があった．②ISGはそうした

不満に応えるため，土地の利用を，土地所有者である不動産会

社に申し入れた．③不動産会社は，保険への加入，近隣への配

慮，セキュリティ面の配慮の3点について ISGが責任を持つこ

とを条件に無料で土地を貸し出した（なお，具体的な賃貸期間

などは定められていない）． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【図-4】Spessartgarten空間利用（Google mapより作成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【図-5】Steigerwaldgarten空間利用（Google mapより作成） 

 

 
【図-6】ガーデン設備（左：物置内部，右：水タンク） 

（2016年8月筆者撮影，Spessartgarten） 

 
【図-7】ガーデン設備（左：かまど，右：交流ゾーン） 

（2016年8月筆者撮影，Spessartgarten） 
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【図-8】個人区画内の小屋 

（2016年8月筆者撮影，Steigerwaldgarten） 

	 ガーデンの入り口は利用者不在時には施錠されており，利用

者不在時に部外者は侵入できない．実際に，今までに不法侵入

によるバンダリズム被害もないという． 
利用者の空間利用は自由度が高く，共同で使用する水タンク

の他に個人用の水タンクをドラム缶で確保している利用者もい

た．またSteigerwaldgartenでは，個人区画の中に簡単な作業小屋

を作る利用者も多く見られた（図-8）．図4，5に白点線で示した

交流ゾーンでは，ガーデンにある移動式の椅子とテーブル，そ

して調理用かまどを用いた利用者同士の収穫物を調理したパー

ティなど自由な交流が行われていることが確認された． 

3-4．利用者への影響 

	 構造化インタビューの結果を表-3に示す．ガーデンにおける

野菜の収穫量に関する項目（k）を見ると11人中9人が十分であ

ると回答し，うち3人は店で野菜を購入することはないと回答

した．野菜を通じた交流に関する項目（l）では，11人全員が野

菜の共有を通じて友人ができたと回答し，うち8人はこれに加

えて，野菜の共有以外の他のガーデン活動でも友人ができたと

回答した．他のガーデン活動としては，道具の貸し借り，しば

らく留守にする際の簡単な世話の依頼などがあった．またガー

デニングを行う理由（m）については，全員に選択されたものと

して，「趣味として」に加えて，「コミュニティの一員だと感じ

られる」があった．その他の回答の多かった項目としては，「他

者から異文化を学ぶことができる」，「ストレス解消」，「野菜を

共有できる」，「新しい友人に出会える」，「ガーデン内の友人に

会える」などがあった． 

	 利用者と管理作業を共に行いながら行ったインフォーマルイ

ンタビューでは，区画デザインをきっかけとした他の利用者との

会話の発生，ガーデン内の共同活動を通じた友人関係の構築，自

国の野菜を育てることによる安らぎの獲得，というガーデンが利

用者にもたらした効果と，一方でドイツ人の参加が希薄になって

いるという課題が確認された． 

以下に，インタビューで得られた利用者の経験の一部を示す． 

○	 ペルー出身C氏の経験 

	 C氏は，来独直後は周囲にも馴染めず，孤独を感じていた．入

会したスポーツクラブでは，テニスをする際ダブルスのペアを組

んでもらえない，自分の時だけフロントの対応が雑といった差別

的な対応をされた．そんな時ガーデンの活動を知り，かつて住ん

でいた米国で取組んでいたCG活動がここでもできると思い，IG

活動への参加を決めた． 

C氏は，活動を初めた当初，暑い環境でガーデニングするとき

ですらヒジャブをとらない中東出身の女性に対し恐怖心を抱き，

ガーデン内でも特に関わりを持つことはなかった．しかしある日，

その女性に，C氏が管理する区画のデザインについて「あなたの

ガーデン素敵ね！」と褒められ，それを受け，C氏も，「あなたの

バルコニーもお花が綺麗ね！」と女性のバルコニーを褒めた．こ

の会話をきっかけとして二人は仲良くなり，その後は，女性が持

ってくるお菓子を食べながら，ガーデン内のベンチで談笑するよ

うになった． 

	 C氏は，今では週6日でガーデンを訪れる常連である．作業や

収穫物を使った料理を通じて多くの友人ができ，現在は生活にガ

ーデンは欠かせないものとなっている．最近の悩みは，ガーデン

に区画を持っているドイツ人があまりガーデンに姿を現さず，ド

イツ人と非ドイツ人の交流があまりないことである． 
○	 イラク出身M氏の経験	

	 M氏は，来独して 21年になる．退職して持て余している時間
をガーデン作業に注いでいる．ガーデン内で育てている野菜は全

部イラクから持ってきたものであり，ガーデンがアイデンティテ

ィ保持のうえで重要な場所となっている．M氏は1人で働くのが
好きで，ガーデン作業がないと気が滅入る．ガーデンは友人（利

用者）とのミーティングポイントになっていて，毎日ガーデンの

テーブルに集まっては，お茶を飲んだり，ケーキを食べたりする

と話した．	

 
4．考察 

	 本稿では，IG活動を，成立経緯と体制，多文化共生ノウハ

ウ，空間利用，利用者への影響の4つの視点から報告してき

た．以下では，ドイツで IGが成立し，今日までその活動規模を

拡大しながら運営されている要因を，①草の根の多文化共生策

であること，②ドイツ社会における社会問題解決策としてのガ

ーデンの位置付け，③ガーデン組織を支援する全国レベルの中

間組織の存在の3点から考察する．	

①	 草の根の多文化共生策であること	

 IGの成立は，ボスニアからの戦争難民の声を反映させ，1996

年にゲッティンゲンにてanstiftungのスタッフがガーデンを設立

したことにあった．ドイツでは 2004年に移民法が成立するま

で，国民統合や国籍取得の原理は，「エスニック・ネーション」

という出自や血統を重視する考え方に則ってきた 14)．ドイツが

このような政治文化を有していたために，連邦政府は「非移民

国」的な政治的態度を取り続けてきた 15)．そのため，連邦政府

レベルでは，長年にわたって移民の統合は政策的に放置されて

きた過去があり，国籍法の改正，移民法の成立以前の移民の社

会・経済的な権利保障に関しては，自治体レベルで，教会や福

祉団体が取り組んでいたという過去がある 16)．IG活動はこの自 
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＃ sp1 sp2 sp3 sp4 sp5 sp6 stg1 stg2 stg3 stg4 stg5 

a) 性別 女 男 女 女 男 女 男 男 男 男 男 
b) 年齢 40 代 

後半 
50 代 
後半 未回答 30 代 

前半 
40 代 
後半 

50 代 
後半 

40 代 
後半 

60 代 
前半 

50 代 
後半 

50 代 
後半 

60 代 
前半 

c) 出身国 
ペルー 

シリア/
パレス
チナ 

トルコ フラン

ス シリア ロシア イラク レバノ

ン イラク イラク イラク 

d) 両親の出身国 
ペルー パレス

チナ トルコ フラン

ス シリア ロシア イラク 未回答 イラク イラク イラク 

e) ドイツ居住年数 2.5 25 28 4.5 14 17 25 40 25 21 20 
f) 自国での農業経験 無 有 有 有 有 有 無 無 無 有 有 
g) IG を知ったきっかけ 

友達 家族 友達 ウェブ 家族 地区の

集会場 友達 友達 友達 友達 友達 

h) 利用頻度（回/週） 6 7 5 2~5 7 2~7 3 7 7 7 7 
i) 滞在時間（時間/日） 
 2 ~3 日によ

る 2 2.5 未回答 日によ

る 3 未回答 2 2 終日 

j) ガーデンで話す言語 

英語，ド

イツ語 
ドイツ

語 

ドイツ
語，ト

ルコ

語，ク
ルド語 

ドイツ

語 
クルド

語 
ドイツ

語 

ドイツ

語，ク
ルド

語，ア

ラビア
語 

ドイツ

語 

ドイツ
語，ア

ラビア

語 

ドイツ
語，ト

ルコ

語，ポ
ーラン

ド語， 
クルド
語，ブ

ルガリ

ア語 

英語，ド

イツ
語，ク

ルド

語，ア
ラビア

語 

k) ガーデンにおける 
野菜の収穫量 

十分で

あるが

店で買
うことも

ある 

十分で

あるが

店で買
うことも

ある 

十分で

あるが

店で買
うことも

ある 

わから

ない 未回答 

十分で

あるが

店で買
うことも

ある 

十分で

あり，

店で買
うこと

はない 

十分で

あるが

店で買
うことも

ある 

十分で

あり，

店で買
うこと

はない 

十分で

あり，

店で買
うこと

はない 

十分で

あるが

店で買
うことも

ある 
l) ガーデンにおける野菜

の共有を通じた友人作

りの経験 有 

有+他
のガー

デン活

動 

有 

有+他
のガー

デン活

動 

有+他
のガー

デン活

動 

有+他
のガー

デン活

動 

有+他
のガー

デン活

動 

有 

有+他
のガー

デン活

動 

有+他
のガー

デン活

動 

有+他
のガー

デン活

動 
m) ガーデニングする理由

（回答数）  
趣味として(11) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
コミュニティの一員だと 
感じられる(11) 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
他者から異文化を学ぶことが

できる(10) 
● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● 

ストレス解消(9) ● ●  ● ● ● ● ●  ● ● 
野菜を共有出来る(9) ● ● ●  ● ●  ● ● ● ● 
新しい友人に出会える(9) ● ● ● ● ● ●  ●  ● ● 
ガーデン内の友人に会える

(9) 
●  ●  ● ● ● ● ● ● ● 

自分と同じ母語を 
話す人に会える(8) 

 ● ●  ●  ● ● ● ● ● 
自作物を食べると 
健康だと感じる(8) 

● ● ●  ● ●  ●  ● ● 
ガーデンで家族と過ごす(7)  ●   ●  ● ● ● ● ● 
ガーデニングを通じて 
自国を思い出す(7) 

 ● ● ● ●   ●  ● ● 
運動が必要(7) ●  ●  ● ●  ●  ● ● 
ドイツでは手に入りにくい野

菜を育てられる(6) 
● ●   ● ●    ● ● 

自給することで節約できる(5)     ●  ● ● ● ●  
1 人の作業が好き(5)      ● ●  ● ● ● 
ドイツでの生活に 
慣れる(5) 

● ●    ●    ● ● 
他のガーデナーと 
ドイツ語の練習をする(4) 

● ●    ●    ●  
作物の生育を見ることが好き

(4) 
● ●  ● ●       

【表-3】構造化インタビューの結果 

※ #欄の sp は Spessartgarten，stg は Steigerwaldgarten を表す．数値は利用者の ID 
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治体レベルが取り組む移民・難民の権利保障に位置付けること

ができると考えられ，このことから IGは現場のニーズを反映し

て誕生した草の根の多文化共生活動として捉えることができ

る．草の根から始まった取り組みであるところに，地域によっ

て運営される IG活動の継続の一因があるものと考えられる． 

②	 ドイツ社会における社会問題解決策としてのガーデンの位

置付け 

	 今回調査対象としたハノーファー市では，市による ISGへの

資金援助体制が「ハノーファーシステム」として公的な位置付

けを獲得していた．これは，IGが移民難民を包摂する方法とし

て社会的に承認されていることを示している．ドイツでは，社

会の諸問題に対してガーデンを含む緑地空間を利用した解決法

を採用してきた歴史がある 17)．近世では1830年代に起こった，

貧困層の食糧自給を目的として国や地方自治体によって設置さ

れた小区画の賃貸制農園の集合施設があり，これは現在もドイ

ツ国民に広く親しまれているクラインガルテン活動の前身とも

いえる活動である（クラインガルテンという言葉が定着したの

は19世紀末以降）．この頃からこのような園芸活動が都市の生

活において，社会的に重要な意味合いを持つようになった．19 

00年代に入ると第一次世界大戦時に食糧自給能力が高く評価さ

れ，終結後の1919年にはクラインガルテン及び小作地条例とい

う法整備によりクラインガルテンは国の政策に位置付けられ保

護されるようになった．こうした背景のもと，社会におけるガ

ーデンの重要性に対し共通理解が形成されてきた歴史があるこ

とから，外国人の包摂という社会問題解決に寄与する IGのコン

セプトも無理なく受け入れられているのだと考えられる． 

③	 ガーデン組織を支援する全国レベルの中間組織の存在 

	 ゲッティンゲンにおいて活動をスタートしたanstiftungのスタ

ッフは，IGを全国に広めるべく，普及活動を各地で進めた．各

地での実践の過程においてanstiftungの支援が重要な役割を果た

したと考えられる．IGは，社会的に不利な状況に置かれている

ことも多い，移民や難民を中心とする取り組みである．効果的

な支援がなければ，各地のガーデン組織は，例えアイデアに共

感していても，IGの開設方法や運営方法がわからないといった

現実的な問題に直面し，継続的なガーデン運営の実現は難しか

ったと考えられる．anstiftungが提供する支援の特筆すべきとこ

ろは，支援方法が多様であることである．ガーデン開設・運営

にあたって必要な基本的な情報およびノウハウはウェブ上で入

手できるが，同時に電話相談サポートや，出張コンサルティン

グサポートも行っており，ガーデン組織が必要に応じてサポー

トの方法を選ぶことができ，効率的かつ適切な知識・情報支援

体制ができていると評価できる．また，資金提供に際しては，

プランのコンサルティングを同時に行うことで，支給金を無駄

なく使える案を提示し，単発的な金銭援助になることを防いで

いる．こうした知識・金銭両面における多様な支援体制が，各

地での活動を促進させているものと考えられる． 

今回の調査では，行政へのインタビューができなかった．市

による IGに対する認識や政策上の位置付け等を調査し，さらに

IGについての理解を深めていきたい． 
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