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～愛知県春日井市サボテンプロジェクト～ 
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1. はじめに                     

1-1 背景                       

 春日井市は、愛知県の北部に位置し、名古屋市のベッド

タウンとして交通網が発達すると同時に豊かな自然に恵

まれた人口 30 万人余の中核都市である。市はこれまで、

まちのイメージを高め、地域を盛り上げるため、春日井市

出身の書道家小野道風や農作物の桃を用いたPR活動を試

みてきたが、他地域と競合することもあって、必ずしも成

功してこなかった。そこで、市が着目したのが、特産物と

して全国シェアの 8 割を誇るサボテンであった。 

サボテンは江戸初期に観賞用としてもたらされ、昭和

28 年には春日井市でサボテン栽培が始まり、その二年後

には全国でサボテンブームが起き、春日井市の多くの果実

農家がサボテン農家になった。全盛期には春日井市内にサ

ボテン農家が 60 軒あり、サボテン生産日本一になった。

しかし、サボテンは栽培が難しく、長年の経験を必要とす

るため、全国的にも生産農家は減少し、春日井市でも現在

では 10 軒程度に減少している。 

こういった中、市では「サボテンのまち春日井」を知ら

しめるため、事業者と協力して平成 18 年にサボテンプロ

ジェクトを立ち上げ、各種の PR 活動を推進してきた。 

サボテンには、観賞用、食用、家畜用と様々な品種があ

るが、春日井市では、とりわけ食用サボテンに力を入れて

いる。食用サボテンはメキシコ原産で、ミネラル、ビタミ

ン、食物繊維が豊富である。具体的には、食用サボテンで

あるウチワサボテンを春日井市の特産品「春日井サボテン」

と命名し、サボテンイメージキャラクターを用いたブラン

ドの PR 活動、サボテン生産日本一の PR、市内の飲食店

などを利用した幅広く持続可能なサボテン事業などによ

り、サボテンを地域資源へと育成し、地域活性化を図ろう

としてきた。 

この取り組みにより、サボテンという稀有な地域資源の

活用、「食べるサボテンのまち」というブランドイメージ、

販売可能な商品の開発といった成果も出ている。しかし一

方で、全国に多く供給できるほどの生産量には至っていな

いこと、まだ全国的な認知度が低く、市民の関心も薄いと

いった課題がある。これらの課題を解決するためには、「春

日井サボテン」の魅力を市内外にアピールし、認知度を高

め、需要を増やし、農家の後継者不足を解決することが大

切だと考えた。 

1-2 目的                       

そこでこの企画では、市のサボテンプロジェクトに協力

して、市内外に、サボテン生産日本一である春日井を知っ

てもらい、「春日井サボテン」の魅力を広めることをねら

いに、①サボテン広報活動拠点の内装＆レイアウト提案、

②1～6 歳向けの布絵本『サボテンみつけた』の作成、③

カードゲーム「ウチワサボテンたべられます」の作成、④

その他のサボテン関連活動を行うことにした。 

1-3 方法                       

 研究の方法は以下のとおりである。 

①基本資料の収集、②春日井サボテン事業者からの情報

収集、③活動を通じて、具体的な企画内容の検討、④布絵

本およびカードゲームの原案作成、⑤試作による布絵本の

読み聞かせおよびカードゲームの実施、意見収集、⑥意見

に基づき修正、作成、⑦完成版の提供、配布。 

2. 諸活動の概要                   

2-1 活動の流れ                    

 実施した活動は以下のとおりである。 

1~4 月   春日井市の基本情報収集 

各事業者への聞き取り調査 

5 月 3 日  サボテン販売店「こだわり商店」で手伝い 

5 月中旬  春日井サボテンロゴマークへの応募 

6 月~    布絵本原案作成 

6 月 9 日  サボテンキャラクター着ぐるみでの動画撮影 

6 月 11 日 CBC「まちイチ」こだわり商店の取材に協力 

6 月 29 日 春日井市ふれあい農業公園での新サボテンメ

ニュー試食会参加 

7 月中旬  春日井市ふれあい農業公園内のカフェ「カフ

ェ コンタット」サボテンメニュー表の作成 

7 月 12 日 都市緑化植物園グリーンピア春日井の調査 

7 月 17 日 布絵本原案への意見収集 

7 月 27 日 中部大学 堀部先生から意見収集 

8 月~    カードゲーム方式検討 

9 月~    布絵本修正、完成版作成 

10 月~    カードゲーム原案作成 

10 月 24 日 サボテンダンスミュージックへの出演 

10 月 27 日 「さぼがーる」との対談、意見収集 

11 月~     内装設計提案の検討、図面・内装イメージパ 

ース作成、カードゲーム修正 

12 月~   内装修正、カードゲーム完成版作成 



 
12月 8日   あい農子どもクラブでの布絵本の読み聞か

せ・カードゲーム実施、意見収集 

12 月中旬    内装修正、カードゲーム完成版作成 

1 月~      内装設計提案・布絵本・カードゲームの事

業者への提供、配布 

2-2 活動内容と意見収集                 

①広報活動拠点の内装&レイアウト提案 

サボテン販売店「こだわり商店」にパースを見てもらい

意見収集を行った。「ウチワサボテンは挿し木での栽培で

あるため子どもとの生長を感じさせることには向かない」

「６年も経てば木になるので展示できない」との意見を踏

まえて、ウチワサボテンの展示スペースをウチワサボテン

の食べ方を学ぶスペースとした。 

②1～6 歳向けの布絵本『サボテンみつけた』作成 

市職員および事業者と、あい農子どもクラブで実際に遊

んでもらい意見収集を行った。「面ファスナーが痛い」「部

品をなくしそう」との意見を踏まえて、面ファスナーを磁

石とボタンに変更し、取り外し可能な部品全てに紐を付け

ることにした（写真 1）。 

③カードゲーム「ウチワサボテンたべられます」作成 

同じく、あい農子どもクラブで実際に遊び、意見収集を

行った。「カードの効果がわかりにくい」「栽培がどのよう

なものかわかりにくい」「何もできないターンがある」「カ

ードの違いがわかりにくい」との意見を踏まえて、カード

のデザインと効果を修正し、裏面の絵柄とルール説明にフ

レーバーテキストを追加した（写真 1）。 

④その他のサボテン関連活動 

上記以外に、6 で述べるその他活動も行った。 

  

写真 1 布絵本とカードゲームの試遊 

3. 広報活動拠点の内装＆レイアウト提案               

サボテンの広報活動拠点は、都市緑化植物園内の「緑と

花の休憩所」2 階に位置する広さ 20.25 ㎡のスペースであ

る。現在はサボテン関連のポスターが貼られているだけで

ほとんど活用されていない（写真 2）。そこでサボテン活

動に役立つように、以下のような提案を行う。 

①室内は北側の壁、中央のテーブルと椅子、南側の棚から

構成される（図 1）。内装として、床は現状のままフロー

リングとする。天井は竿縁天井とした。サボテンはメキシ

コのような異国のイメージを持っている人も多くいるた

め、固定概念を取り払い、日本の建築とも馴染むことを表

現することをねらいとしている。光を取り入れ、人が集ま

りやすいよう椅子を置き、いつ来館しても楽しめるよう見

て楽しむものを展示した。  

②中央のテーブルでは、サボテン寄せ植え体験教室を開け

るようにする。弧を描くようなデザインとし、真ん中に大

人が入ってテーブルに向かって寄せ植え体験をする子供

達を指導しやすくしている。寄せ植えをしたサボテンは自

宅に持って帰るシステムとする。寄せ植え体験を開催して

いない時はショーケースとなるよう上部に取り外し可能

なガラスを設置する。 

③春日井市の特産であるウチワサボテンを使用した料理

の食品サンプルと調理方法を記載したパネルを展示する。 

④寄せ植え体験をした子供と寄せ植えをしたサボテンと

の写真を掲示する。持って帰ったサボテンの生長と自身の

成長を重ね合わせて実感してもらえるように寄せ植えを

した日に任意で撮影をする。撮影した写真は 3 年間掲示す

る。再度来館してもらうためのきっかけとすることもねら

いである。 

  

写真 2 緑と花の休憩所外観と内部 

   

図 1 該当箇所平面図      図 2 パース 

4. 布絵本                      

対象年齢は 1～6 歳である。サボテン等の各部を立体的

に作成し構成した立体絵本としている。全７ページで構成

されており小さな子供が手を動かし遊びながら、サボテン

の収穫や調理を疑似体験できるようにしている。表紙にも

サボテンを配している（写真 3）。 

2 種類作成し、1 つ目は春巻（写真 4）、2 つ目はピザ（写

真 5）をテーマにしている。春巻は「ブルースター」、ピ

ザは「カフェ コンタット」のメニューを参考にしている。   

絵本中の蛙は春日井市のキャラクターである道風くん

のパートナーが蛙であることから今回取り入れた（写真

8）。使用する素材は主にフェルト、綿、ボタン、磁石、ス

ライドファスナーである。磁石は安全面を考慮して磁力が

弱いものを使用している。サボテンの立体感を演出するた



 
めに 2 種類の緑色素材を用いており、また棘の表現として

フェルト自体に刺繍を施した。取り外し可能な部品の場所

は点線の目印を付けることで遊び終わった際に元の場所

に戻しやすくしている。 

サボテンを収穫する 1 ページ目はサボテンの葉を動か

し、ポケット状になっている収穫カゴに入れることができ

る（写真 6）。サボテンを洗う 2 ページ目は蛇口から出る

水をビニールテープで表現した。3 ページ目はサボテンの

素材の手触り感に着目し、棘がある皮の部分はフェルト、

剥いた部分はサテン生地とし、一部分だけ皮が剥けている

よう表現した。5 ページ目は春巻きの皮を巻くシーン（写

真 7）、ピザは具材を乗せるシーンを取り入れた。春巻き

はスナップボタンを取り付け、ピザは好きな具材を好きな

場所に乗せられるように至る所に磁石をつけた。6 ページ

目はフライパンで焼く工程を再現している（写真 4、5）。 

   

写真 3 表紙    写真 4 春巻    写真 5 ピザ

   

写真 6 1 ページ   写真 7 5 ページ    写真 8 7 ページ 

5. カードゲーム                    

対象年齢は 6 歳からとしている。ゲームの内容は、ウチ

ワサボテンの栽培をした後、ウチワサボテンを利用した料

理用に出荷するというものである。カード遊びを通して主

な栽培方法と料理名を知ることができるようにしている。

カードは、サボテンを示す「サボテンカード」、料理に関

する「りょうりカード」、栽培に関する「栽培カード」な

どから構成されている。 

「サボテンカード」はビタミン、ミネラル、食物繊維、

うえ、したの 5 種類である（図 3）。サボテンカードの中

の「うえ」「した」のカードは、ゲームを簡単に進めるこ

とができるように、ビタミン等カードの代わりに使用する

ものである。「栽培カード」は太陽、水やり、虫とり、調

理の 4 種類である（図 4）。「りょうりカード」は全部で 8

種類あり、ういろう、カステラ、さぼま、ナン、ハンバー

ガー、ピザ、メロンパン、ラーメンがある（図 5）。全て

春日井市内で商品化されて提供されているものを参考に

している（表 1）。これらを合わせてカードは計 96 枚であ

る。また、遊び方のガイドとして「プレイマット」4 枚と

「ルール説明」2 枚を付属させている。 

カードのサイズは全て63mm×88mmで「プレイマット」

と「ルール説明」は 210mm×297mm としており、子供も

大人も持ちやすい大きさにしている。カード全体のデザイ

ンは暖色を中心に色彩豊かにしており、子どもが快適に遊

べるよう平仮名を多用してできるだけ絵の面積を多くし

ている。配色では「はたけカード」は土と水をイメージし

茶色と青色を配色している。「りょうりカード」は茶色を

赤色に変えて「はたけカード」との区別している。「サボ

テンカード」はそれぞれの「サボテンカード」で絵が繋が

るようになっている。また、プレイマットに置く際、横向

きになるとカードの上下がわかりにくくなるため、上下を

判断しやすいように上の部分には太陽を、下の部分となる

所には土を描いている。「栽培カード」の虫退治は虫を見

やすくするため虫をデフォルメして拡大するようなデザ

インとしている。また、サボテン栽培の特徴である太陽と

虫退治を目立たせるため、カードの効果を調整している。

「りょうりカード」は絵と数字を、枠を設けて区別できる

ようにしており、絵がカード全面に配置できるよう工夫し

た。 

裏面にサボテン畑を描き、実際の生え方や畑で育つ様子

がイメージできるようにした（図 6）。 

 

図 3 サボテンカード 

 

図 4 栽培カード 

 

図 5 りょうりカード 



 
表 1 参考店名 

 

 

図 6 カード裏面 

6. その他のサボテン関連活動                

①春日井市が募集していたサボテンマークに 6 種類応

募した。（写真 8） 

②春日井市ふれあい農業公園内にあるカフェ コンタッ

トの試食会に出向き、サボテン料理のメニュー表を縦と横

それぞれ 1 枚ずつ作成した（図 7）。その後のサボテン料

理を市長へ提供する会において今回作成したメニュー表

が使用された。 

③春日井市役所職員のグループ「さぼがーる」と互いの

活動内容についての対談を行った。市の目指している未来

とそれに向けての活動を聞くとともに、私達の活動を紹介

し意見交換を行った。実際に絵本で遊んでもらい、カード

ゲームも試してもらった（写真 10）。 

④春日井市が企画するサボテンダンスミュージック動

画に出演した。サボテンキャラクターの春代と日丸に入り

桃乃カナコさん振り付けのダンスを踊った。動画は市の

YouTube と HP に掲載予定である（写真 11）。 

⑤都市緑化植物園内で行われた緑と花のフェスティバ

ルで、サボテン販売店「こだわり商店」の手伝いをした。

春日井サボテンの商品の売れ行きや意見を知る機会とな

った（写真 12）。 

⑥こだわり商店の CBC テレビ「まちイチ」の取材協力

し、提供する料理の盛り付けを行った（写真 13）。 

⑦南山大学の学生 3 人と協力してサボテンキャラクタ

ーに扮した動画撮影と SNS 発信を行った。撮った動画は

それぞれ Instagram と Twitter に掲載されている（写真

14）。 

 

 

写真 9 サボテンマーク応募 

  

図 7 カフェ コンタットのサボテン料理メニュー表 

  

写真 10（左）さぼがーるとの対談 

写真 11（右）サボテンダンスミュージック動画 

  
写真 12（左）こだわり出店の手伝い 

写真 13（右）取材協力 

   

写真 14 動画撮影と SNS 発信 

 

広報活動拠点の内装＆レイアウト提案はサボテンプロ

ジェクトのメンバーに提示し、完成した布絵本とカードゲ

ームは、春日井市役所および取り上げた各所に提供・配布

した。この企画が春日井市の地域活性化に寄与できること

を願いたい。 


