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滋賀県協働プラットフォーム 議事要旨 

テーマ名：絶滅危惧種「ムラサキ」を活用した地域活性化プロジェクト

～東近江ムラサキ紫縁プロジェクト 1350 周年の集いについて～ 

 
１ 日時 

平成 30 年 3 月 19 日（金） 14 時 00 分から 16 時 00 分まで 

２ 場所 

滋賀県東近江合同庁舎 3－C 会議室（東近江市八日市緑町 7 番 23 号） 

３ 参加者 

(1) NPO・関係団体等関係者 
市辺地区まちづくり協議会 
蒲生地区まちづくり協議会 
(株)田中直染料店 
(株)滋賀銀行八日市東支店 
アルデバラン(株) 
エイブル美容室 
木地師のふるさと髙松会 
お手紙文化研究会 赤いやぎさん 
西国三十二番札所 観音正寺 
岸本特許事務所 
滋賀県議会議員 
特定 NPO 法人まちづくりネット東近江 
東近江市八日市図書館 
東近江市役所 企画部 企画課 
東近江市役所 教育委員会 生涯学習課 

(2) テーマの提案者 
(株)みんなの奥永源寺 

(3) 県関係各課 
滋賀県立八日市南高等学校 
滋賀県 商工観光労働部 モノづくり振興課 

(4) 事務局 
滋賀県県民生活部 県民活動生活課 県民活動・協働推進室 
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５ 協議内容 
(1) テーマ提案者（(株)みんなの奥永源寺）からのテーマ提出の理由・趣旨を説明 
〇ムラサキの花は紫色をしていると間違われるが、かれんな白い花が咲く。根の部分は紫の

根と書いて紫根と呼ばれ、これが紫色をしているというところから、染料として使うと冠

位十二階、最高位の色、紫が染まる。ムラサキはムラサキ属ムラサキ科の植物である。本

当に希少な植物である。実は、私の出身は兵庫県宝塚市でして、宝塚歌劇団においては、

1976 年初演で「あかねさす紫の花」という演目の中で、まさにこの「あかねさす 紫野ゆ

き 標野ゆき 野守は見ずや 君が袖ふる」、左が額田王、右が大海人皇子で、こういった演

目が再演に継ぐ再演で、人気を博していた。文化的にも非常に注目がある東近江市の花、

ムラサキである。 
市役所の企画部企画課が、「東近江市の花はムラサキですよ。」とポスターを市内の小中

学校や、公民館、図書館の方へプランターと一緒に配布していただいて、普及啓発を今ま

で進めてこられている。市がいまから 10 年ぐらい前に合併したが、それ以前からこのム

ラサキというのは、この地域に根深いものがあったということもご紹介したい。 
もう一つこのムラサキの物語として、色だけではなく、実はラテン語でボラギノールと

呼ばれ、紫雲膏という江戸時代から続く、ステロイドを含まない、やけどの特効薬として

唯一と言われている。この紫雲膏の「紫」はムラサキが使われている。結局、京都大学、

新日本製薬、武田薬品などが解明した結果、やはり抗菌作用、抗炎症作用、皮膚活性化作

用、養毛促進作用、肉芽促進作用、抗がん作用という、六つの薬用効果が証明されている

漢方薬として、このムラサキという植物は特徴がある。 
1350 周年事業がなぜ今なのかについて、背景は、天智 7 年 5 月 5 日、西暦でいうと

668 年 6 月 19 日になるそうである。この日付が『日本書紀』に記されるかたちで、この

東近江の地に一行がやってこられたという歴史がある。そして、西暦 667 年に大津京に遷

都があり、当時の都が大津にあったということで、実は昨年、2017 年は大津市と滋賀県

が盛大に「大津京遷都 1350」というロゴマークをつくって、いろいろなお祭りを催した

り、シンポジウムをやられたり、三日月県知事が万葉の服装に着替えて、いろいろな式典

に出られたりというようなことが目白押しだった。現状、この東近江市には今のところ何

も企画がない。今から 50 年前の 1968 年に、八日市郷土史会で、1300 年の節目の年に、

いま市辺地区に万葉船岡山公園に万葉歌碑が建立されるということで、本当にこの地域の

方々にとってはふるさとというか、地域のシンボルフラワーとなっている。 
10 年前の 2008 年には発足 40 周年記念号が出ているが。この「蒲生野」という機関誌

が 1968 年に初版されており、去年 2017 年が 49 号、今年 2018 年が 50 周年記念誌とい

うことで、本当にこの地域の方々にとって、50 年間ずっとこのムラサキを含め、郷土へ

の思いが培われてきた証しだと感じている。 
今年 2018 年、東近江市の花、ムラサキとして、何か地域のシンボルフラワーとして盛

り上げ、1400 年祭に向けた布石を打っていきたいという考えがある。今から 50 年後の

2068 年になると、そのときには絶滅危惧種、ムラサキというものが、環境省において 1B
類に指定されているが、平均で 70％減少していて、30 年以内にほぼ絶滅するのではない
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かと言われている植物である。30 年以内に絶滅してしまうのであれば、1400 年祭に花は

咲いていない。やはり、その 50 年後にこの花が東近江市の花として咲き続けるためにも、

栽培の分野で私たちが挑戦しなければいけないことがあると思う。いままで取り組んで来

られた八日市南高校を筆頭にそういったところを進めることも必要と思う。また、50 年

後と言えば、私も 80 歳であり、その 50 年後の主役はいまの小中学生と思う。今、6 歳か

ら 15 歳の小中学生が、50 年後、56 歳から 65 歳となる。なぜ 1350 年という中途半端に

実施するのかについて、万葉歌碑もつくってきた歴史を、次の世代につないでいくために

は、中つなぎの 50 周年をしっかりと盛り上げていくことが 1400 年につながると考えて

いる。 
私が 8 年ほど前に滋賀県立八日市南高校に教員として赴任したときに、ムラサキの活動

を知り、地域のシンボルフラワーとして広げていきたいと思い、5 年前に教員を辞めて、

地域おこし協力隊として、奥永源寺地域に移住した。ムラサキは、八日市南高校の栽培研

究から冷涼地の栽培が有効であるということが分かってきて、奥永源寺地域であれば、標

高が高くて涼しいので育つのではないかと、今から 8 年前に奥永源寺地域の皆さんが協力

して試験栽培をしたところ、ほとんど枯れることなく成功した。 
私としては、外からは限界集落と呼ばれ、耕作放棄地が本当にたくさんある大変な地域

（奥永源寺）で、絶滅危惧種という、どれも本当に滅びてしまいそうになっているものを

復活のシンボルとして、このムラサキを栽培していけないかと考えている。そして、その

連携体制は東近江市市役所には市の花として、そして、八日市南高校は学術機関として、

そして奥永源寺地域は地域の産地として、産官学の連携事業というかたちで、この東近江

だけの特別な色、薬草として地域でどう盛り上げていくかということに挑戦したい。 
私はこの 5 年間、染織家の方から技術を習得し、染め物活動や、紫根からエキスを抽出

し、紫根コスメということで、メーカーと一緒に化粧品の開発に挑戦した。産官学創の連

携について、産地があって、官庁として東近江市役所があって、学術機関として八日市南

高校があって、また創造者ということで、アーティスト、染織家や、コスメのメーカーと

一緒に商品開発に取り組んできたということである。 
こうやって見ると、連携組織があり、月に 1 回でも話し合って、活動していると皆さん

には伝わるかもしれないが、実は全然そうではなく、あくまで私が 5 年間すごくジタバタ

しながら、何とかして地域の花として盛り上げたいとやってきた。 
そのために、本当に協力していただき、つながっていただき、こういう形になっている

というだけで、組織化しているわけでもなければ、何か予算があるわけでもない。 
この東近江市の花、ムラサキを 50 年後の未来に咲かしていきたいと私は願っており、

このムラサキのバトンを 50 年後に渡していくためにも、これから先の 10 年、50 年先の

ムラサキとの向き合い方を、皆さんと一緒に考えさせていただけたら幸いと思っている。 
例えば、それぞれの地域団体が今まで実施してこられイベントに、今年に関しては

1350 周年記念第何回、何々祭りという感じで、一緒に普及啓発していただき、また、こ

の 1350 周年記念の啓発グッズとしてのぼり旗等をつくって、各小中学校や公民館や、図

書館に掲げていただき、「最近まちの至る所で 1350 周年ムラサキと書いてあるけれども、
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何だろう。」というようなことから（市民に）関心を持っていただく。また、図書館で啓

発パネルなどを設置していただき、「万葉集」の本と一緒にムラサキの啓発の企画展を考

えさせていただきたいと思っている。また、小中学校やコミュニティーセンターを通して、

出前授業を実施することで、子どもたちや市民に、ムラサキの重要性について呼びかけた

いと願っている。 
1400 周年、今から 50 年後を目指して、何一つ地域団体が発足しているわけでもなけれ

ば、東近江市のいろいろな方が関わる枠組みや、組織化が進んでいるわけではない。 
「組織化も必要なのでは？」というご意見が多ければ、その可能性もあるのかもしれない。

「別に、今まで地域が続けてきたことを続けながら 50 年後につないでいこう。」という話

になるかもしれない。 
 

(2) 対話・協議の内容 
〇前段の「検討と課題」ということで、振興のために何がネックになっているのか。何をし

ていかないといけないのかを中心に、自己紹介も含めて順番にご発言いただきたいと思う。 
〇私の方は美容室をやっている。医療美容という形で、抗がん剤治療中の方が、抜け毛のさ

れた方のカツラのカットとかをしている。頭皮ケアで、ちょっと違うがインドのヘナとい

う植物を使って頭皮マッサージとか、また、病気をお持ちの方にカラーをするというのは

危険を伴うので、植物（由来のもの）のみでカラーしたりしている。そういうお客さまも

すごく多く使っている化粧品、シャンプーだとかワックスだとか、全てオーガニック薬剤

を使っている。基本、オーガニックとなると海外が中心なので、海外から取り寄せている。

今回、滋賀県産の植物を使った化粧品が販売されるというので、参加させていただいた。

美容室から発信をしていくときには、何かムラサキを広げていけるようなご提案ができた

らと思っている。 
〇近江八幡市の西国第三十二番札所、観音正寺の住職をしている。当山は、今から 1400 年

前に上宮太子、聖徳太子が山頂に観音正寺を建立された。もちろん、聖徳太子と言います

と、先ほど前川さんの講演にもありましたように冠位十二階ということで制定されまして、

その最高位の色は、紫色であった。当山でもいろいろとできる限りさせていただきたいと

思っている。 
〇ムラサキはもともと群れて咲くからムラサキという名前ができたと伺っている。ぜひ奥永

源寺で群れて咲くところまでムラサキを増やしていただいて、奥永源寺でムラサキの花の

ツアーとかを実施し、併せて、歌を作っていただくようなかたちで、もっと活用していけ

るのではないかなと思っている。 
〇ムラサキという植物自体は栽培が難しいと聞いている。東近江という地でありながら、ム

ラサキという植物が見られるところがどこにもない。今年で栽培を始めて 20 年ぐらいに

なる。滋賀県にはもう自生がないということを聞いたので、できるだけ滋賀に近いところ

のものということで、三重県の野生のムラサキの栽培を始めた。安定して生産するのが、

この上なく難しい植物だと思う。東近江にせっかく古い歴史があって、東近江に行けばあ

ちこちでムラサキが見られるというまちにしたいという思いがあり、できるだけ簡素化し
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た栽培方法で、安定して栽培できる方法を目指している。 
〇毎年、万葉フェスタを実施している。これを続けていることが遺産と思っている。地元の

子供たちが、地元文化をまだ知らない。むしろ他の都道府県の人のほうが（東近江市を）

散策している。 
〇ムラサキを大切に思っておられる地元の方がおられる。蒲生野万葉祭り。古代の万葉の衣

装を着てイベントしていた。観光客もいる。「いいところだね」という思いをもって帰っ

てもらいたい。 
〇一般に一人で頑張ってもなかなかうまくいくものでない。広がりというか、地域の人の盛

り上がりでもって広がっていくと思う。ブランド化というとき、皆さんがどういうところ

に興味をもたれるのか、それを聞きたい。何をもってムラサキが広がっていくのか。商品

をもって広がるのか。商品が背景を持って語る。素敵な背景を伴って広がればいいと思う。 
〇県に滋賀県工業技術総合センターというのがある。残念ながら工業分野なので、植物の専

門家はいないが、出来上がった商品等の調査や分析等はご協力できると思う。 
〇昨今、地域振興、地方創生と言われる中で、銀行も地域を盛り上げることが大きな役割の

一つとなっている。ムラサキのこのような資源については、滋賀銀行としてもニュービジ

ネスという形の中で、産官学の事業として、非常に顕著な取り組みということで、昨年、

野の花賞という賞を贈呈させていただいた。何とかこのムラサキの事業をいわゆる一つの

事業として何とかしていただきたいとの思いがある。クラウドファンディングや、販路の

拡大についてもきめ細かく応援させていただける状況である。来月、このムラサキの化粧

品が発売にこぎ着けられたということで、今後この事業の拡大に非常に期待している。 
〇あかね古墳公園とかであるとか、あかね文化センターとか、その「あかね」という名前を

ことごとく認識していただくために付けていったという経緯がある。いろいろな面で、何

とか蒲生野というか、万葉の里ということを皆さんに啓発したいという思いを持っている。

ぜひ一度、一緒に協働で何かできたらいいと思っている。 
〇染料の販売はしている。環境に配慮しており、実用性のためにはやむなく使う場合でも、

できる限り環境にも優しい、マイルドな薬品の選定、提案をしている。そういう分野で、

何か役に立てるかなと思っている。 
〇まず、ムラサキが市の花に選定された経緯についてお話させていただく。東近江市は 2 度

合併を経て新しい市となったことから、市民の一体感の醸成を目的に、そのシンボルとな

るよう市の花というものを定めようと考えた。市民アンケートの結果、ムラサキは、歴史

なかで本市にゆかりがある花で、万葉集に登場する花であることから「市の花ムラサキ」

として選定された。 
現在、在来種ムラサキは絶滅危惧種であり、その数が少なく貴重である。こうしたこと

から、東近江市では八日市南高校を事務局とする紫草を育てる会の皆さんをはじめ、地域

の皆さんと協力して、ムラサキの普及推進に取り組んでいる。その取組としては、毎年、

プランターに植えたムラサキを市内の各公共施設に配布して、市民の皆さんに親しんでい

ただくこととしている。 
〇市の芸術文化祭では、総合プログラムの表紙に額田王のイラストを掲載している。芸術文
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化祭の総合プログラムは全戸配布しており、その中にムラサキのことを掲載することが可

能と考えている。 
〇三つのことで非常に楽しみにしている。一つは自然の植物でありながら、暮らしに溶け込

んで、新しい物語となっている。文化植物となっている。二つ目は中山間地域での地域資

源を生かした取り組みで、地域創生というかたちにできればと思っている。高校生から大

人まで世代にわたり、地域の広がりもあるし産官学連携とつながり非常に醸成された事業

になると思う。三つ目は前川さんの心意気を通じて参加させていただいた。 
 

（休憩） 
 

〇現状というものを、なんとなく把握されたのではないかなと思う。ムラサキを振興してい

くにあたって、5 つの観点が必要と思う。まず、どのようの栽培するのか。次にそれをど

のように商品化するのか。3 つめはそれをどう売っていくのか。そして 4 つめは、それを

教育とか生涯学習といった形でどのように普及していくのか。そしてこれら全体を、地域

のブランド化や地方創生の観点でどのように動かしていくのか。 
そこで考えていただきたいのは、少なくともまず今年、1350 周年を迎えるにあたり、

まず何かできるのかということ、そして、それをきっかけに、さらに中長期的に、持続的

に続けられるような取り組みについて何ができるのかを考えていただきたい。 
〇ムラサキを栽培している君ヶ畑と、（私の）寺と同じ標高である。万葉の里が寺から一望

できる。上から見た蒲生野で歌を読み、みなさんが集まれるような機会があればと思う。 
〇滋賀県は本当に豊かなのに県外の人に知られていない。琵琶湖と近江牛と信楽の狸しか知

らない。もったいない。政所茶もある。滋賀県では滋賀県産のみで食事ができる。とても

豊かなことである。この前、東近江市では Sea To Summit が開催され、水辺から山の上

までと PR されていたが、そういう形で、花に触れ、万葉の歌に触れるみたいな、一日、

東近江を味わってもらえるツアーが組めると思う。京都に隠れて滋賀は奥ゆかしい。もっ

たいないと思う。 
〇栽培技術の提供と東近江で苗の供給ができるのは南高校と私だけを思う。12 月に種子を

前処理しないとうまく発芽しないのが難しい。したがって今年のために多くの苗の供給は

難しいと思う。 
〇図書館なので、資料を配架し、冊子で紹介できると思う。 
〇1350 年だけを前に出しても伝わりにくいところがある。ムラサキを活用した観光事業等

を考えてもよいと思う。 
〇市や県が事業を組んで啓発事業をやっていただきたい。例えば、のぼりやポスターの作成

とかである。 
〇商工会議所では東近江市の女子の公式野球チームを応援している。観光の宣伝が滋賀県は

下手である。この辺りは、平成の大合併があったが、全部「蒲生郡」。地域限定でなくて

も、観光で上手に回れないかと思っている。ムラサキを題材として、PR すればよいと思

う。歴史文化が豊かな地域。若者のひきつけることが大切だと思う。 
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〇それぞれの人がそれぞれやっており、つながりが少ない。横のつながりを作って分担して

やっていくのがよいと思う。情報を一つに集めることが大切。そして情報を発信していく。

あと、滋賀県産のお茶のペットボトルが売られているが、それを支える人が少ない。この

ような会合の場で「滋賀県のお茶」を出すような地産地消が大事。身近なところから一つ

一つ取り組むことが必要である。ムラサキみたいなものは、地元から地道に広げていくこ

とが大切と思う。楽しく、みんなでやって、みんなで支えることが大切だと思う。 
〇ものを作るだけでは不十分だと思う。プラスアルファ、興味を持ってもらえるよう情報を

発信する必要がある。ムラサキには、すでに歴史があり、ストーリーができる。それをセ

ットで発信していくことが大切。商品のパッケージデザインとか協力できると思う。 
〇記念事業について、もっと目的を明確化すべきと思う。あと、ムラサキは非常のオーガニ

ックであり、最先端の企業の意見を取り入れながら若い世代に普及活動をすることが大切。

インスタ等の SNS とかが普及の一翼を担っているので積極的に活用するほうが良い。 
〇地方創生の流れでフォローの風は吹いていると思う。商品自体は非常によいと考えている。

後は発信力が課題だと思う。 
〇アカネ大ホールを利用して、イベントの開催等、何か協力ができたらとおもう。皆さんと

協働でできたらと思う。 
〇染色の話について、安定した供給という点で、中国産の紫根を販売せざるを得ない。東近

江だけではなく、大分県、埼玉県、北海道で取り組みがある。ムラサキは日本人にとって

ゆかりが強い。したがって、全国いろいろな地域で活動されている。特に北海道では、安

定した供給ができそうである。本家本元は東近江であり、ロマンもある。他の地域に先を

越されて、市の花にもなっているのに、二番煎じ、三番煎じとなるのはもったいない。 
〇もう少し、（栽培についての）基礎研究が大切だと感じている。中国産が増加していく中

で、国産生薬をいかに増やしていくのかが課題となっている。栽培の現場として、ムラサ

キの栽培に責任を感じながら栽培している。種の処理が難しく、十分な苗の提供は難しい。

生産を安定させることが一番の問題。そこをはずしてムラサキの利用は語れない。 
〇一般消費者や百貨店のバイヤーにもお聞きした。化粧品、実際に売り場に立ったが、皆さ

ん興味を大変持たれていた。微力ながら協力したい。 
〇最近、地方創生の取組として、地域の植物を使って地元商品にしている事例はある。北海

道、佐賀県で紫根の取り組み始まっている。東近江の特徴を生かしたブランディングが大

切と思う。栽培する人、商品を作り人、それぞれの役割の中で、横の連携がもう少し重要

なのではと思う。 
〇ほかの地域でもムラサキを栽培しているようなので、そのような人と話をしてはよいのと

思う。 
〇子ども会にはお伝えできるような機会があるかと思う。「生産が困難である」ということ

も、子どもたちに伝えることが大切だと感じた。 
〇ムラサキについて、いろいろ調べてみると、実は昨年、武蔵野とか関東の方では、「ムラ

サキを復活させる会」とかが発足している。全国各地で、紫根の薬用の高さからも、また

文化的な点からも、全国的に注目を集めている。現時点で、市の花に指定されているのは、
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唯一東近江市だけである。これから広げていきたいと思っているが、課題として今までの

体制では、少し（広げていくのは）難しいと感じている。それこそ、東近江市が合併して、

ムラサキを育てている会は、八日市南高校を事務局に今まで続けてこられ、それがあって

の今である。しかし、先生方は、生徒に勉強を教えるのが仕事である。今の体制で安定し

た栽培や普及活動は困難だと思う。なぜ、こんなに苗が枯れるのか、どうすれば、安定的

に発芽して、生育して、収穫できるのかを、大学とかの専門機関に協力を願う必要がある。

栽培を確立しながら、普及・啓発も進めていく体制を強化するためには、「ムラサキを育

てている会」が市からの委託金等により、普及啓発していただいているが、その範囲の活

動の中だけでは、普及啓発は難しいことが見えてきている。こうやって話していると、も

う活性化プロジェクトみたいなものが、自分がかかわらなくても進んでいるのではないか

と感じてしまう方もいると思うが、そんなことは全然ない。栽培も難しく、普及・啓発も

足並みがそろっていない。今後の進め方は皆さんの思い次第と感じている。今回集まって

いただいたのは、最後ではなくて、これを皮切りに、栽培の体制であるのか、普及の啓発

であるとか、皆様の力を借りて広げていきたい。ムラサキは「群がって咲く。」からムラ

サキである。 
〇どうしても、行政がやると縦割りになる。農業担当課なのか、企画担当課なのかと。地場

産業もそうである。これでは、地域として発展していかない。いろいろな観点から知恵を

集め、お互いに汗をかく必要がある。ここに集まっておられる方は、本当に汗をかいてお

られる方である。1350 周年をきっかけに、みんなでムラサキの普及啓発を考えていただ

きたい。 
 

（終了） 
 

 


